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知識機構と認知の分散性 
Knowledge Devise and Distributed Cognition 

 

下嶋 篤 1) 

SHIMOJIMA Atsushi 1) 

 

                 1) 同志社大学 文化情報学部 文化情報学科 

1) Faculty of Culture and Information Science, Doshisha University 

 

 

【講演要旨】 

 知識とは何か、知るとはどういうことか。「次に左ストレートが来る。私にはそれが分

かっていた。」「次に左ストレートが来る。私はそう信じていた。」この二つの場合には、

何か重要な違いがあると思わる。どういう場合に、人はあることが「分かっていた（＝知

っていた）」と言え、どういう場合に、単に「信じていた」としか言えないのか。古くか

ら哲学者はこの違いが何であるのかについて様々に議論し、様々な提案がなされてきた。 

 しかし、知識を科学の対象として取り扱うという目的にとっては、最近の分析哲学にお

ける信頼性主義に基づく知識の定義が一つの有望な選択肢であると考えられる。この考え

を具体化する一つの試みとして、本講演では信頼性主義的な知識観について解説した上で、

知識機構（＝信頼性をもって真なる判断を算出する機構）を探究する一般科学として知識

の科学をとらえることができることを示す。とくに、知識機構の概念がもつ外在主義的意

味合いに焦点を絞り、知る働きが個人の脳のみならず、外部環境と脳のコンビネーション

により実現されているという分散認知の考え方を手がかりに、知識科学的観点からのいく

つかの研究プロジェクトを構想して示したい。 
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意思確認困難な高齢者への胃瘻造設 

─介護家族の意思決定プロセスの分析─ 
PEG of elderly people with cognitive difficulties: Analysis of the decision-making process in 

family caregivers 
 

水岡隆子，藤波努 

MIZUOKA Takako，FUJINAMI Tsutomu 

 
北陸先端科学技術大学院大学 

Japan Advanced Institute of Science and Technology 
 

【要約】意思確認が困難な高齢者への人工的水分・栄養補給法の一つである胃瘻は，延命医療の文脈で

語られることが多い．本研究では，摂食困難となった高齢者への胃瘻造設を選択した介護家族が，社会

状況との関わりと，家族内での相互作用によってどのように胃瘻造設決定に至ったか考察することを目

的とした．データはフィールドワークと半構造化インタビューによって収集し，分析には複線径路・等

至性モデルを用いた．その結果，外部世界から越境した胃瘻は，家族間および家族と外部世界の相互作

用によってその都度独自の文化的解釈が付与され，時間的空間的に分散した合意を形成していることが

明らかになった．  
 

【キーワード】合意形成 家族介護 胃瘻 文化的解釈 記号の媒介 
 
1. はじめに 

本研究は，自分の意思で治療を決定することが困難となった高齢者への家族による治療決定のプロセ

スを，社会状況との関わりにおいて考察することを目的としている．具体的には，医療技術が急変する

社会状況のなかで，介護家族はどのように新たな医療技術を知り，価値観を形成し，高齢者の治療方法

を決定しているのかを捉えることであり，現代社会状況における合意形成のあり方を考察するものであ

る．それは人間と医療技術のよりよい共存を考えることにつながるものでもある． 
日本の高齢者数は，「団塊の世代」の高齢化とともに増加を続けており，2025 年には人口の 30％を

超える約 3500 万人が 65 歳以上の高齢者になると推計されている．加齢は，運動機能の低下，脳血管障

害や神経疾患・認知症などの発症と関連しており，また，加齢・疾患の増加にともなって，自力での栄

養摂取や嚥下困難，頻回な誤嚥性肺炎をおこす患者数は増え続けている(吉田・上野・高塚ほか，2010)．
その中で，とりわけ深刻な課題となっているのが，自分の意思で治療を決定することが困難となった高

齢者への人工的水分・栄養補給（Artificial Hydration and anutrition：AHN）である(会田，2011)． 
「食べる」という行為は，生命維持に直結するため，経口摂取困難を医学的に改善することによって

もうしばらくの生が見込まれるのであれば AHN を導入すべきであるように思われるが，食べられなく

なることが加齢に伴う自然の衰えであると捉えるなら医療介入は控えた方がよいという判断も働く．高

齢者の終末期は余命の予測や意思の確認が難しく，長期の生活支援が必要(樋口，2009)など医学的エビ

デンスだけでは決定しきれない特有の課題も多い．また，治療を受ける本人の自己決定（事前指示書も

含め）に従うという考え方は，実際に治療をする責任がある立場としての医療者側の意思決定という面，

治療の選択が家族の生活に影響する場合には家族も当事者であることを排除しかねず一面的であると

清水（2010）は臨床倫理学的視点から指摘する． 
こうした多様に絡み合う問題を抱えつつ，近代医療は救命・延命を目指して進展してきたことから，

さし当たり救えるいのちには医療行為を行うのが当然と捉え，患者も医療行為に期待する傾向が強くあ

る．実際，医療技術の進展はめざましく，AHN のひとつである胃瘻造設術は，内視鏡による手技（経

皮内視鏡的造設術 Percutaneous Endoscopic Gastrostomy：PEG）が米国の小児科医によって開発されたこ

とから，医師にとって比較的容易に，患者にとって比較的安価に，きわめて効果的な栄養確保が可能と

なった(鈴木 2000)．これによって，経口摂取や嚥下困難，頻回な誤嚥性肺炎を起こすことの多い高齢者

に対しても，患者の総合的な状態や予後を勘案せずに胃瘻を造設するケースが急増したことから，改め

て生存期間の延長の意味が問われるものとなった(会田，2011)． 
こうした状況を受け厚労省研究班は，臨床倫理研究に基づいた「高齢者の摂食嚥下障害に対する人工
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的な水分・栄養補給法の導入をめぐる意思決定プロセスの整備とガイドライン」を策定中であり，その

中で，胃瘻造設に対する困惑の原因は，医学的妥当性がはっきりしないことよりむしろ，高齢者の最期

の生がどうであるのがよいかについての共通理解が定まっていない点にあるとしている．  
関連各医学会では，胃瘻施行後の問題点の改善とともに，適応の医療的エビデンスの実証的な検討・

研究が進められており(小川，2010; 旭, 2009 など多数) ，医療関係者を中心とした「胃瘻と在宅医療」

に関連する研究会も開催されている(注 1)．また，看護介護の視点からは，導入決定の際の高齢者・介

護家族の心身の特徴に配慮した看護職の役割の研究(加藤ほか, 2011; 榎本ほか, 2010)，代理意思決定の

IC と家族の思いの研究 (祢宜, 2011)などが進められており，医療介護従事者の視点から捉えた導入決定

の現状は徐々に明らかにされている．しかし，誰がどのように，何を基準に合意形成するかが盛んに議

論されているなかで，実際に利用している本人・家族は，どのように人工的水分栄養補給法を知り，ど

のように医療介護従事者と治療法の合意を形成したのか，それはどのような価値観によるのかを当事者

の語りから検討したものは少ない．本研究では，複雑な課題が絡み合う状況のなかで実際に合意を形成

した当事者の決定プロセスを跡付けることによって，課題を解決する糸口を考察し提示したい． 
 
2. 方法 

2.1 調査対象 

93 歳，女性，A（本人）．女学校卒業後，定年まで銀行に勤務．現在は，地方都市近郊の一軒家で，

息子 M（69 歳）とその妻 W（60 代）との 3 人暮らし．A の夫 B は，前立腺肥大で入院した後，X-8 年

に亡くなっている．水分栄養補給は X-1 年に造設した胃瘻から行っており，経口摂取は全くない．介護

者は M と W．要介護５．（A，B はアルファベット順，M，W は男性女性を表す以外の意味はない）． 
2.2 データ収集および分析の準備 

 X 年７月 10 日から 9 月 20 日まで，表 1 に示した場所，方法で調査を行った(参与観察：7 日間（22 時

間半），内半構造化面接：4 時間)．調査後、聞き書きおよび IC インタビューからは逐語録を作成し、参与観察とイ

ンフォーマルインタビューからはフィールドノーツを作成した。その後、フィールドノーツ、逐語録を繰りかえし熟読し、

梅棹忠夫の「京大型カード方式」に準じて、ひとつの意味のまとまり毎にタイトルを付けて分類し(梅棹，1969/ 2007)、
ベルクソンの捉える持続する非可逆的な時間(Bergson, 1889(＝平井ほか訳，1992/1993)，金森，2003)軸上に並べなおした。

これによって、出来事それぞれの文脈を保持しつつ、介護の経過を把握した。 
 

表 1：A 家族の日常的な介護実践の調査方法 
日時 場所（所要時間） 観察調査 聞き取り調査 

X／7／10 調査者宅（1 時間） 訪問診療参与観察（主治医

に同行） 
本人と雑談，MW 夫妻に半構造化面接 1
時間（聞書き） 

X／7／27 調査者宅（1 時間半） MW による夕方の栄養注入

観察 
本人と雑談，MW 夫妻に半構造化面接 1
時間（IC 録音） 

X／8／17 調査者宅（2 時間半） 訪問看護，訪問口腔ケア各

参与観察 
MW 夫妻に半構造化面接 1 時間（IC 録

音） 
X／8／24 ショートステイ施設

～調査者宅（5 時間） 
施設での昼の栄養注入前か

ら帰宅まで同行参与観察 
本人，M，施設職員と雑談（インフォ

ーマルインタビュー） 
X／8／29 調査者宅（2 時間） 訪問リハビリ参与観察 本人と雑談，MW 夫妻に半構造化面接 1

時間（IC 録音） 
X／9／06 調査者宅～デイサー

ビス施設（7 時間半） 
出掛ける前の朝の準備から

施設の 1 日に同行参与観察 
本人，M，施設職員と雑談（インフォ

ーマルインタビュー） 
X／9／20 デイサービス施設（3

時間半） 
行事開催日昼の栄養注入前

から帰宅まで同行参与観察 
本人，施設職員と雑談（インフォーマ

ルインタビュー） 
 

2.3 倫理的配慮 

 研究協力の依頼にあたっては，調査協力者の権利，調査目的，調査の方法と手順，調査への参加およ

び中止は自由であること，プライバシーへの配慮について文書および口頭で説明し，文書で同意を得た． 

2.4 分析方法 

 分析の枠組みには，複線径路・等至性モデル（Trajectory Equifinality Model；TEM，）(図 2−1，サトウ, 2009，
p50)を用いた．TEM は，人間を環境と常に交流・相互作用する開放システムと捉え，その固有の歴史性とと
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もに描くことを目標とする質的研究のひとつの方法論であり，サンプリング論としての HSS（Historically 
Structured Sampling 歴史的構造サンプリング），変容を記述するツールとしての TEM，人間の心的メカニズ

ムを分析する TLMG（Three Layers Model of Genesis 発生の三層モデル）から成る (サトウ, 2012 準備中)． 
 HSS は，研究対象を，外部世界と交

渉しつつ多様な道を経て「同じ」最終

状態に至る開放システムと捉え，その

経過をサンプリングするという考え方

であり，開放システムは，一般システ

ム理論の提唱者ベルタランフィの概念

に依拠している．TEM は，開放システ

ムの等至性を可視化したもので，分岐

点，必須通過点などを設定し，等至点

に至るまでの複線径路を非可逆的時間のなかで描く．分岐点では，選択肢があるにも関わらず特定の選択肢

を選ぶ環境的要因と，それを下支えするような文化的圧力を，社会的方向付け（Social Direction: SD）として

捉える．TLMG は，人間を，環境に働きかけ意図的かつ能動的に行為を方向付けることができる存在と捉え，

その心的な発生過程の解明を中心課題としたロシアの文化心理学者ヴィゴツキーの理論(高木, 2008)に依拠す

る．人間の心的発生を，環境との相互作用によって身体による行為や知覚が発生する微視発生レベル，人間

の個別性である価値観や信念・習慣の維持が発生する個体発生レベル，そして，前者と後者を架橋し，微視

発生レベルで見聞された発話や行為，人工物などが，記号（言語）の媒介によって意味を解釈される中位発

生レベルの三層(図 2-2，サトウ，2009，p99)によって，人間の文化化する変容を捉えようとするものである(ibid.)． 
 実際に TEM を用いた先行研究では，社会的制約と他者（ヒト・モノ・コト）との関わりのなかで行為を

選択し変容する人々のプロセスを可視化し，その構造を分析している(松本, 2004; 安田, 2005; 岡崎ほか, 2009; 
林ほか, 2011)．本研究は，医療技術の進展する社会状況や社会的制約と介護家族はどのように関わり，どの

ように新たな医療技術を知り，医療技術に対する価値観を形成し利用しているかを捉えようとするものであ

ることから，TEM は有効な方法論であると考えた． 
TEM の外部世界とシステムの境界の捉え方 

考察に際し重要な分析対象となるのが介護家族と外部世界の相互作用だが，分析に先立ち，TEM では，

環境としての外部世界と開放システムの関係，および，それぞれのシステムの境界をどのような世界観

で捉えているかを述べ，本研究の理論的立場を明らかにする． 
TEM 提唱者のひとりである Valsiner (2000)は，ベルタランフィの理論を背景として，システムとは「相

互に作用し合う要素の集合」であり，それらの要素は何らかの形でオーガナイズされ，その結び付きあ

う機能がシステム全体の性質を創造すると捉えている．また，開放システムは，そのシステムが置かれ

た環境と交換を行うのが特徴であり，外界との交換関係は，記号を媒介としたコミュニケーションによ

ってなされるとする．サトウ(2009)はこの理論を支柱として，文化は個人が入る容器のようなものでは

なく，「個人と文化は独立で，両者は共に実体」であり，「個人の行為は全く自由ではなく，制約を受

けて」おり，その制約のひとつが文化であると説明する．その一方で，人間は記号を媒介にして状況の

外に立つ主体であり，自律的・随意的に選び取り行為するのが人間であることも喚起している． 
開放システムと実践共同体 

TEM は方法論であることから，本研究では一般システム論には拘泥せず，分析単位となる介護家族を

実践共同体と捉えた．実践共同体とは，レイヴとウェンガーによる学習理論「正統的周辺参加」に用い

られた概念(高木, 2008，p26)であり，Wenger は(注 2)実践共同体を「ある 1 つの実践に関与する人々の

まとまり」（伊藤ほか, 2004，p85）と捉える．また，実践は，社会的に構成される「日常の慣習的行為」

(田辺, 2003，p12)を指すが，本稿では介護家族以外の実践に言及しないため，他はシステムと呼称した． 
 

3. 調査結果 

3.1 現在の介護の概要 
在宅時，A は終日ベッドで横になって過ごしている．排泄はオムツ介助，栄養水分補給，投薬はすべ

て胃瘻を用いている．筆者には，肌の色やツヤがよく，お元気そうに見受けられる．ご挨拶すると，明
瞭な言葉で応答してくださる．訪問医療・介護サービスは，月 3 回（3 泊 4 日）のショートステイ，週
2 回のデイサービス，主治医による月 2 回の訪問診療，週 1 回の訪問看護，歯科衛生士による訪問口腔
ケア，理学療法士による訪問リハビリが年間で組まれている．A の胃瘻利用の直接の要因は，X-1 年 3
月頃から摂食を嫌がるようになって体重が減少し，X-1 年 7 月頃，2 回続けて熱中症を起こし，口から

  

図 2-1：TEM 概念図 図 2-2：発生の三層モデル 
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全く食事を摂らなくなったことによるが，Mは，Aの状態が悪化する以前から胃瘻のことは知っていた． 
以下の節では，M が胃瘻を知った経緯から胃瘻を造設して 1 年経つ現在までの家族の出来事を，1) B

の入院によって生じた 1 日 3 回の B への食事介助を M が介護休業制度を利用して行い，入院先ではじ
めて胃瘻を知った時期，2)B の死亡時に A の“認知症”が判明し，A の日常生活活動が徐々に悪化して
いった時期，３）食事に興味を無くした A に，何とか食べさせようと食事介助するが熱中症となり胃瘻
造設に至った時期，4)胃瘻造設後から現在までの 4 期に分けて捉えた． 
3.2 胃瘻を知った経緯 
 M が 58 歳のとき，父親 B が前立腺肥大で入院した．疾患は治癒し，病院で

は医療的にやることはないと言われ退院を迫られるが，認知症状が進んでお

り，W が知り合いのツテで介護療養型病院を探し転院させる．転院のために

は，自力で食事ができなくなっていた B の食事介助をする必要があった．M
は介護休業制度利用して介護休暇を取り，毎日病院に通って食事介助を行っ

た．「介護するって休暇を取ったもんだから，病院に行かんわけにもいかな

いでしょう．1 日 3 回，毎日食事の時間には病院に通っとった」と W は回想

する．M は，介護休暇を取ったもうひとつの理由に，子会社の閑職に配転さ

せられ「仕事が，いやになってた」ことをあげており，休業制度期間が満了になると，そのまま早期退職し

て B の食事介助を続けた．W は仕事をしながら 80 代半ばを過ぎた A と家事をこなしていたが，A は徐々に

日常の家事をこなすのが困難と判断される出来事が多くなり，家事全般は W が担うようになっていた．娘た

ちは結婚してすでに家を出ており，M の退職と同じ時期に，孫が生まれる娘の面倒を見るため W も退職した． 
 M が胃瘻の利用者を初めて見たのは B の入院先の介護病棟であり，同じフロアには認知症の人も多く，胃

瘻利用者も複数いた．M が 1 時間掛けて 1 食をなんとか食べさせている間に，看護師が胃瘻から手際よく栄

養剤を注入していく様子を端から眺めている． 
M：（A に）胃瘻する前に，（胃瘻利用者を）若干見てたから，病院とかで．そのときは，自分の

ところに回ってくるなんて思ってもいなかったから，おう，便利なものあるんだなあという感じ

だったわねえ．そんときは，おやじ病院にいたときやから，おやじに一生懸命食べささんならん

のが，（胃瘻にすると）食べささんでいいからさあ（笑），便利だなあと．そんな細かい認識も

何にもないし，食事できなくなる人があれ（胃瘻）にしてるんだなあちゅうだけで（X0727IC）． 
 自身の父親に行っている食事介助の大変さに比べ，病院でおこなっている胃瘻栄養は，食べさせる必要

のない便利なものと受け止められた． 
3.3 A の認知能力低下と家族介護の役割 

A の認知機能の低下が明確になったのは，B の葬式の時だった．A に「誰の葬式？」と問われた W は，
それまでは年齢の衰え程度に考えていた A の状態を「認知症」と受け止め，介護が必要であると考え始
める．しかし M は，A を介護が必要であるとは，まだ受け止めていなかった． 

W：まあ，認知症いうても血が繋がってるんやから，この人は，親と．なかなか認めてもらえ
なんだわ．何か変やよちゅうても．「まだ変じゃない！」ちゅうて．（中略）この人は朝行っ
たら夜遅くまで帰ってこないし，結局，接しとるのは私なんやからて思っているんだけど，や
っぱり，認めたいんやろけど，認めたくないって（笑）（X0829IC）． 

お二人のいう「認知症」は医師の診断を受けたものではない．日常生活で，傍目には不可解に見える
行動が頻繁に起きるようになった状態を指し，「認知症」の知識は，経験と知人の体験談に依っている． 

X-5 年頃には要介護 3 の認定を受け，デイサービスを利用するようになる．また，ケアマネジャーか
ら，訪問リハビリの理学療法士，訪問看護師の紹介を受ける．両者は主治医のチーム医療のメンバーで
あり，これに口腔ケアの歯科衛生士，管理栄養士が加わった現在の A のための医療チームは，M 夫妻が
訪問看護師に相談し，訪問看護師から相談を受けた主治医によって組まれたものである． 

W：リハビリの先生にしても，訪問看護の先生にしても，全部，（主治医）先生をよくご存じ
やから，全部，情報は全部，（中略）リハビリの人とか，先生とかみんな合同で研修会みたい
なのを，歯医者さんもね，合同で研修会開いてるからお互いによく知ってる（X0817IC）． 

この頃から，家族による A の介護は M と W のふたり体制になっていった．徐々に衰えていく A の状
態に接し，施設などへの入所を検討したことがあるかを訊ねると， 

M：原則，オレらはやっぱり親を面倒みんならんと思っとるわね．だけど世間の話では，すぐ
病院とか施設へ入れるとか，ねえ．だけどほんとにそんなんでいいのかなあと．（中略）女房
は不満かもしれねえけど，オレは出来るものならそうしてあげたいと．だから進んでオレはオ
ムツ替えもするよ，うん，いますることねえから． 
W：それとやっぱり，お嫁さんが「いやや」っていうのんに押し切れないんよ． 私は押し切
られとるよ（笑）．押し切れないんやと思うよ．男が弱いんやと思う，多分（X0829IC）． 

といいつつも，W にとっての A の介護は M の支援として行っているものではなく，A とともに暮らす

 

図 3-1：家系図 
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日常生活である．台風一過の翌朝に筆者が訪ねると，W は A のベッドサイドで一緒に豪雨被害の TV ニ
ュースを見ており，W は「こんなに水きたら，ばあちゃん，どうしたらいいって思うわ．（近くの）川
が溢れたら，もう外には行けないから，引きずってでも，そこらへんぶつけてでも 2 階に上げるしかな
い」と，家族としての A のいのちの確保を考えている様子が伝わってくる（X0906 フィールドノーツ）． 
3.4 胃瘻造設決定のプロセス 
 A は，X-2 年ほど前から徐々に食事を摂らなくなっていった．とにかく 36 キロを切らないようにと主治医

に指示されており，M は「食べさせるのが，地獄だった」という．その頃 A はまだ自分で食事を摂っていた

が，M，W が見ていないすきに，「食べた」といって，ご飯の入った茶碗をおかずの入ったお椀で蓋をして

下げてきたという．「よほど召し上がりたくなかったんですね」と筆者がいうと，「他人だからいえるんで

す．私たちは毎日ですからね．それを見てもう，切れましたよ」と，普段になく M の語気が強まった（X0824
フィールドノーツ）． 

M：食事の介助もふたりで．途中からもう，ふたりがかりよ．一人じゃもう，大変．大変ですね． 
W：欲しくない人に食べさせるんやから． 
M：そのひどさと，スピードがないから．あの（ベッドサイドの）テーブルの上に持ってきて，椅

子に座らせて食べてたんだけどね，からだは動かない状態で進まない訳よ，食事が．もう，いら

いらしてくる．ふたりがかりで，付きっきりで（中略）一回一時間かかった． 
W：怒ったりすると「いらん」て言うし．いらんかったら，ここに吐いてもいいからって言うと，

ほんとに，最後になったら…，出したわ（（X0817IC）． 
 3 か月ほどその状態が続き，「胃瘻」という手立てがあることを知っていた M は主治医に造設を相談する． 

M：これだけ食べさせるの大変なんですけども，これだと栄養不足とかね，なるんじゃないかちゅ

うたら，「まだ大丈夫だろう」ちゅうて．相談ていうか，雑談的だったかは忘れましたけどもそ

ういう話をしました．「まだあ，そんなことする必要はないでしょう」っていわれて．そしたら

それが段々ひどくなってきたから，今度はラコールをコップに入れて不足栄養分をラコールで補

ったんですよね（X0727IC）． 
 訪問歯科衛生士にも，「まだごっくんと呑む嚥下の力があるので，やっぱり口から食べさせた方がいいか

らっていわれて，そうかなあと思いながら 1 時間かけて（笑）」（W，X0817IC）食事介助を続けた． 
 さらに 3 か月ほどその状態が続いた X-1 年 6 月下旬，デイサービスの見送りに同行した職員から，焦点が

合わないようだし様子を見てあげてと伝えられた A は，高熱でぐったりしており（W は「熱中症だったと思

う」という），そのまま M の車で急性期総合病院に連れて行くが，簡単な点滴の処置だけだけですぐに帰さ

れる．それから 2 週間後，再び同じ症状になり，同じ病院にいくと脱水状態だった． 
M：2 回ほど（急性期総合）病院に運んでいって帰されてきて，（主治医）先生の方が言ってくれ

たのかなあ，もうそろそろ胃瘻って俺が言ったかもしれないけど，「そうか，それじゃあ考えて

みるか」ちゅうて，「捜してみますよ」っていわれて，電話を切って，翌日やったかな，また電

話かかってきて，今日午前中に行ってくださいよということで，それで翌日入院したと思うんで

すけど，胃瘻のための入院．思案とか考えるとか相談するとか，そんなん一切なしね．何にも食

べられないから，若干の点滴は 1 回か 2 回してもらったかなあ．何にも食べられない状態が続い

てたから（X0727IC）． 
X-1 年 7 月，PRG によって胃瘻を造設する．胃瘻施術の手配をする際の主治医の条件は，「ちゃんと介護す

る覚悟があること」だった．「いつ胃瘻にするか．決断のタイミングのようなものはある」(X0710 聞き書き)
と M と W の話を聞いていた主治医は語っている．また，A を熱中症と思われる症状にしてしまったのは，

「認知症」である A の発言を「信じた」ことによる失敗だったと M と W は考えている． 
M：おれらの大失敗のひとつに，（A に）質問するんですよね，暑くないかとか，頭痛くないかと

か，しんどくねえかとか．ところがそれは，全部否定されるわけ．「暑くない」と．（中略）そ

れをある程度信じてたわけや．それで，エアコンにも，まあ，昔のエアコンやから，かけると臭

いんですよ，風が．こんなのいややなあと思いつつ，かけなかった（X0817IC）． 
 6 月だからまだ早いという先入観もあったという．W は当時の状況を「状態がおかしいと分かるのが一日

遅かったらだめだったかもしれない」（X0710 聞き書き）と回想する．また，胃瘻造設への逡巡もあった． 
M：変な葛藤みたいなのがあって，胃瘻は胃瘻でも，飲み込む力がない状態で胃瘻にいったんじゃ

なくて，直前まで（飲み込む力が）あったから（中略），胃瘻の前に誤嚥したことはないから，

ちょっと贅沢な胃瘻やけど． 
W：痴呆から来る胃瘻みたいな．食べられなくなる，医学的な胃瘻ではなくて，まだその飲み込

める力があるのに，欲しくないって言う，その痴呆から来とる胃瘻やから贅沢な胃瘻いうたらそ

うかもしれん（X0817IC）． 
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3.5 胃瘻造設後 
 胃瘻造設の手術は 20 分もかからないで無事終了したが，数日後，上腕動脈に血栓がみつかり直ちに手術．

手術後は CD 毒素感染症が原因の下痢が続き，結局，退院して自宅で落ち着いた日々を過ごすようになった

のは胃瘻造設から 3 か月半後であり，退院時には歩くことができず要介護 5 と認定された．胃瘻になってか

らの日常の介護に対する M の感想は， 
M：やっぱり“楽だ”っていうだけですよねえ．その楽だって言う根拠の中に，やはり介護度によ

る面倒を見るしんどさって言うかあ，辛さって言うかあ，それがやっぱり介護度 3 前後だと結構

しんどいんですよね，動けるし．そういうのも色々あって，随分楽になりました（X0727IC）． 
 胃瘻栄養にした後悔はまったくないという． 

M：それは，考え方簡単なんですよ．それは，胃瘻はだめですよといわれたらしょうがないけど，

我々，食べさせようとして食べないわけですから．そのままなら栄養何とかでねえ，安楽になる

か分からないですけど，それはわりきっているよね．歳も歳だし（X0727IC）． 
 「やはり長生きしていただきたいですよね」と筆者が訊ねると， 

M：いや，そんなには正直いって．いろんな知識っちゅうか入ってくるでしょう，胃瘻が延命治療

だとか，寝てるだけじゃないかとか（笑）ねえ．色々入ってくると，あんまり頭の中で整理はで

きないですけど，別に亡くなることそのものがね，目的で生きているワケじゃないんで．だから

もう成り行きで行くしかないなと，それしかないわ．永久に生きられるワケじゃないしねえ

（X0727IC）． 
と，死生観を述べられた．胃瘻を造設してから丸 1 年が経過している．この間の M と W の介護する日常は，

食事介助の苦労と動き回ることの見守りから解放されたことによって大きく変化している． 
 訪問リハビリの日，夏休み中で遊びに来ていたひ孫も，M，筆者と一緒に A のリハビリを見学していたが，

ひ孫に気付いた A がリハビリの道具で「いないいない，ばあ」を始め，M は A のリハビリに倣って腹筋を始

め，理学療法士の血中酸素濃度計を拝借して計測を試し，W は「（理学療法士）さんがくると，（A は）一

番しゃべる」と端から眺めている．それは，A を中心にした一家「団らん」の一こまの出現だった．リハビ

リが一通り終わって横になった A は，目がトロンとして少し眠そうな様子だったが，理学療法士が「眠たい？」

と訊ねる A は首を横に振り，「疲れた？」と訊ねると，また首を横に振る．M が「楽しかったか？」と訊ね

ると「あァ」と答え，満足そうに M に微笑んだ（X829 フィールドノーツ）． 
 
4. 考察 

ここでは，医療技術が進展する社会状況のなかで，介護家族はどのように新たな医療技術（胃瘻）を知り，

価値観を形成し，高齢者の治療方法を決定しているのかを考察する． 4.1 では，「3.2 胃瘻を知った経緯」

を TEM 図によって記述し，家族介護者のひとりである M が，外部世界である B の入院先で胃瘻を知り，記

号化する過程を分析する．4.2 では，「3.4 胃瘻造設決定のプロセス」を TEM 図に記述し，チーム医療との

相互作用によって胃瘻が価値付けられ，A への治療方法を決定していく過程を分析する． 
4.1「便利なもの」という記号の発生 
 B の転院によって生じる病院での食事介助を M が担うという選択は，平成 3 年(1991)にはじまった介護休

業制度がある程度普及したことによって，男性が介護することにあまり違和感がなくなり，M 自身が語る配

置転換による職場への不満を，介護休業制度の利用というかたちに変換させやすい社会状況があった．また，

B の退院という選択には，家族介護ないし食事介助付きの介護施設への入所と続く選択肢が考えられるが，

転院先は W が探しており，この頃から A の日常生活が徐々に危ぶまれるようになっていたこと，W は仕事

をしていたことなどから，退院させても家族介護は困難と W は捉えており，しかし施設への入所は，M が「内

化（internalization）」(注 3)している「親の面倒を見るのが是」とする文化的制約によって選択されることは

なかった．制度期間が満了になると M はそのまま早期退職し，W も娘の出産の手伝いのために退職する．こ

うした状況の中で，M は 1 日 3 回病院に出向き，B の食事介助をすることになった． 
 食事介助とは，常食・刻み・ペースト状などの「食事形状」，自立・声掛け・全介助などの「介護方法」，

ベルト付き・ホルダー付き食器類といった「介護用具」の組み合わせによって行われるものであり，食事介

助が必要となるのは，姿勢維持・食の認識・嚥下・咀嚼の困難などの「身体的側面」や，摂食拒否・食への

無関心・意欲がないなどの「精神的側面」によって自立した食事が困難となることによる(介護福祉士養成講

座編, 2009/2011)．家族にとっての食事介助は，食材が噛めないようならつぶし，声掛けしても食事が進まな

いようなら一部介助にするなど，本人のその日の気分や状態，気候や天気など様々に異なる状況のなかで，

その都度，何とか食べてもらおうと懸命に努力する食事の工夫である．一方，医療における食事介助は，生

命維持に必要な水分・栄養を投与することがひとつの大きな目的であり，精神的な摂食障害や身体的な機能
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障害によって引き起こされる栄

養障害への処置である．経口摂取

が困難であれば，経腸栄養法（胃

瘻・腸瘻，経鼻胃管など）や経静

脈栄養法（中心静脈・末梢静脈）

などの医療処置が行われる医療

の中に位置付けられる (小川編, 
2006)．家族にとっての食事介助

は，どんなに困難な状態になって

も，ただ懸命に食べさせることを

意味し，医療においては，たとえ

常食でも医療的処置としての栄

養投与を意味する．食事介助とい

う共通の行為でありながら，家族

介護の延長上に医療はなく，医療

の延長上に食事はない．M が行っ

ていた B への食事介助は，病院で

栄養量などの管理はされても，治

療行為として行っているもので

はなく家族介護として行っていたものであり，病院内ではあるが「病院システム」の処置ではなく，「家族

介護」の実践である．  
 そこで M ははじめて胃瘻と出会っている．それは「家族介護」から眺める「病院システム」の実践であり，

看護師が手際よく栄養剤を投与して行く様子は，「食事ができない」という「疾患」になった人への新しい

治療法として受け止められ，「胃瘻＝便利なもの」という記号として解釈されている．一方，病院システム

の中での胃瘻は，医師と患者・家族等の何らかの決定を経て造設され，生命を維持し，身体的精神的な機能

回復を支援するものであると同時に，たとえば家族が見舞いに来なくなった遷延性意識障害の患者に対して

栄養投与を続ける「延命治療」としての意味を問われることも負っている人工的水分・栄養補給法のひとつ

であり，こうした様々な意味を形成しながら，確実で効率よい栄養投与の処置として実践されている． 
 Wenger は(注 4)，2 つの実践の間にある「境界する物(boundary object) 」は，その物質性ゆえに，ある程度

形を変えずに複数の共同体の境界を越えて行き交うことができるが，他方で，各共同体内で帯びる意味合い

が異なるがゆえに，そこに境界を作ると指摘し，2 つの共同体間の差異を， 「複数の共同体間で共存可能な

『手続き的解釈(procedural interpretation)』と，ある特定の共同体内の実銭においてのみ意味を持つ『文化的解

釈(Cultural interpretation)』という 2 つの意味付与の形態を枠組として分析」(伊藤ほか, 2004，p102)している． 
 介護家族と病院システムの間にある「胃瘻」は，栄養を提供するという手続き的意味においては共通で

あるため，「便利なもの」という記号を発生して介護家族への越境を果たした．しかしそれは病院システム

の文化的解釈とは切り離された「細かい認識も何にもない」胃瘻である．「胃瘻＝便利なもの」は，その後

あらためて，M を含む介護家族共同体のなかで独自の文化的解釈が付与されることになる． 
4.2 意思決定プロセス 

胃瘻の文化的解釈 

 「便利なもの」だが他人事として記憶されるにとどまっていた胃瘻は，A の「食べない」状態が 3 か月ほ

ど続いたころ，その造設を望むという具体的な行為へのガイド（促進記号）として立ち現れ，M は，「雑談」

のなかで主治医に胃瘻造設の相談をする．相談の際の A の状態は，「飲み込む力がない」わけではなく，誤

嚥によって治療を受けた経緯があるわけでもないことから，M も W も疾患ではないと考えている．しかし，

「食事ができなくなった人」とはどの程度のことを指し，どのような状態になったら胃瘻を利用するもので

あるのかという胃瘻の意味付けは確定していない．また，疾患でないとしたら「医学的な胃瘻」には当ては

まらないと思っていながら，それでも胃瘻を打診する自身に対して「葛藤みたいな」ものを抱いている． 
 主治医は，本人の状態，歯科衛生士からの嚥下状態の情報，管理栄養士による栄養状態の情報を参照し，

介護者の介護負担感の話，介護者の希望などに耳を傾けたうえで「まだ大丈夫」と判断しており，「食べさ

せるのは大変」だが，このままでは「栄養不足になるんじゃないか」という M の不安には，経口でラコール

を補う対応がなされている．W も，A の嚥下状態は疾患ではなく「やっぱり口から食べさせた方がいい」と

いう歯科衛生士の判断に納得して「そうかなあと思いながら 1 時間かけて」食事介助を続けている． 

図 4-1：胃瘻を知った経緯 
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図 4-2：胃瘻造設プロセス 

 
 さらに 3 か月ほど後，A の状態は，気温，クーラーの不調，A の発言を「信じた」介護者の「大失敗」，

栄養状態の緩やかな低下などの要因が相互作用して急変する．デイサービスの利用，施設職員の気付きとい

う外部との連携がなければ「だめだったかもしれない」ぎりぎりの状態で急性期病院を受診するが，病院の

処置は脱水状態への対処のみで帰宅となったため，MW は再び食事介助を続行している．急性期病院でも，

A の栄養状態，摂食状態に対する言及はなかったという経験によって，A が「食べない」状態は疾患ではな

いという解釈はさらに強められていったと考えられる．しかし，その 2 週間後，再び同じ症状になり同じ処

置で帰宅となったときには，主治医，M のどちらからともなく胃瘻造設が提案され，「思案とか考えるとか

相談するとか，そんなん一切なし」に造設が決定した．M が語るこの決定の経緯は，「何にも食べられない」

状態になったことによる医療的処置であったこと，M の主体的判断であることが強調されている．このあま

りにもあっけない造設決定は，この共同体の特徴的な合意形成の方法として次節であらためて考察する． 
 ヴィゴツキー(＝柴田訳, 2005)は，「記号は，常に最初は社

会的結合の手段であり，他人へのはたらきかけの手段であっ

て，その後でのみ自分自身へのはたらきかけの手段となる」

(p177)と述べる．「便利なもの」という記号としてシステム

を越境した胃瘻は，A の状態と，A に関与する人々やできご

ととの相互作用によって，「医療」としての意味が付加され，

強化されるものとなった．そうした意味付けのなかで，身体

的な疾患ではないのに造設したと介護家族が解釈している胃

瘻は，この介護家族独自の文化的解釈として「贅沢な胃瘻」

と名付けられている．「贅沢な胃瘻」とは，すなわち，「食

べさせるのが地獄」の壮絶な食事介助から介護家族を解放し，栄養不足の不安を解消する，介護のための「食

事介助の道具」を意味するものである． 
 M の死生観は，医療従事者に不要といわれる医療を無理に導入して生命を延長するものでも，食事介助を

諦めて「自然の看取り」をするものでもなく，当たり前の範囲で医療を利用し，A の成り行きに見合った介

護を行うことであると語られている．その死生観は，「贅沢な胃瘻」という記号を媒介にして胃瘻の意味を

変容させることによって，胃瘻と共にある介護を実現していると考察されるものである． 

 
図 4-3：胃瘻の意味変容モデル 
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合意形成 

 「胃瘻の文化的解釈」で見てきたように，A をめぐる情報は，介護家族，主治医，コメディカル，介護施

設職員に分かちもたれ，日常的な介護の実践のなかでそれぞれに相互に作用し合って，その都度合意を形成

している（例えば，M の不安解消に主治医は経口でラコールを処方し，歯科衛生士は W と口腔ケアをしなが

ら嚥下の様子を見立てているように）．主治医はそれを統括するのではなく，それぞれに行われているその

都度の合意を参照して治療方針を決定している．これは，合意の諸過程が，A の介護に関与するそれぞれの

要素に分散して分かちもたれ，かつ時間軸上に分散していると捉えられるものであり，TEM 図からは，その

なかで徐々に合意が形成されている様子を見てとることができる．  
 通常，最も重要視されるであろう胃瘻造設決定の場面も，どちらともなく言い出して，さっさと決定され

ている．このあっけない決定も，「いつ胃瘻にするか．決断のタイミングのようなものはある」と主治医が

語っているように，A の状態だけでなく，家族の希望だけでなく，家族の介護疲労だけでなく，医学的エビ

デンスだけでなく，A に関わるそれぞれが網の目のようにそれぞれの考えを把握し了解し合い，主治医が決

定のタイミングを見計らっていたからこそ実現した意思決定である．胃瘻造設決定さえも特別なものではな

く，決定に至るまでの空間的時間的に分散された合意形成の一場面として位置付けられている． 
 
5. 結語 

5.1 まとめ 
 本研究は，医療技術の急進する社会状況のなかで，介護家族は 1)どのように新たな医療技術を知り，2)価
値観を形成し，3)意思確認が困難な高齢者の治療方法を決定しているのかを捉えることであり，さまざまな

価値観が絡み合った現代社会における合意形成のあり方を考察するものであった．調査結果の分析により，

1)では，異なるシステムが所有している知識は，手続き的解釈と記号によってシステムを越境するが，それ

は文化的解釈を伴わないものであること，2)では，実践共同体内の文化的解釈は，外部世界との日常的な相

互作用によって意味付けられ強化されており，文化的解釈との葛藤を引き起こす事項が生起すると，記号の

媒介による自覚性を発生させていること，3)では，外部世界と介護家族が時間的空間的に分散したその都度

の合意形成を継続的に行い最終的な意思決定に至っていることが明らかになった． 
 換言すると，本研究は，外部世界との相互作用によって知識がどのように伝達され創造されているかを捉

えたものであり，創造された知識と合意形成はどのように相関しているのかを考察したものである．また，

実際の医療現場に重ね合わせるなら，診察室の中だけのインフォームドコンセントでは為し得ない合意形成

の方法を提示すると共に，診察室で陥りがちな，合意形成の目的の思い違いを示唆している．診察室のなか

でおこなわれる合意形成は，治療方針の合意を形成するのが目的のように捉えられがちだが，本研究の介護

家族の合意形成の目的は，胃瘻造設をする／しないの選択にあるのではなく，本人および本人に関わる全員

が，生き甲斐のある当たり前の日常生活が過ごせることを目指している．さらに，介護家族ばかりでなく，

それぞれの医療従事者は，それぞれの医療倫理に基づいた納得のいく選択肢を提供して合意形成しているこ

とが見て取れよう．これは，現代社会における高齢者医療が，「延命治療」か「自然な看取り」かの二項で

括られてしまうことによって，本来目指すべきものを見失っている仕組みに酷似している． 
 現代社会と医療は，何もせずに看取ることさえも「医学的介入の必要がない」ことを医療者から保証さ

れて納得するほど密接に関わっている．食べることは人生の大きな喜びのひとつだが，しかし，人生の楽し

みは食べること以外にも幾らでもある．経口摂取は QOL が高く，胃瘻にすると QOL が低くなる（その逆も）

とは限らない．本人が食べたがらないのであれば，そう長くはない残りの人生を，栄養摂取は胃瘻に任せて，

食事介助や経口摂取のリハビリの時間を，本人が楽しみ，本人とともに楽しむ時間に充てるという過ごし方

もある．介護は豊かな人生を支援するためのものであり，目的ではないことをもう一度ここで確認したい． 
5.2 今後の課題 
 本研究では，介護家族内における AHN と胃瘻の解釈の違い，介護者それぞれの介護および胃瘻に対する解

釈と関与の違い，本人が意思確認困難であることと意思決定プロセスの関連など，介護家族内の相互作用が

あることを示唆しつつも，詳細な分析に至っていないこと，介護家族というカテゴリー境界，社会的方向付

けとそれを引き受ける家族の想い，胃瘻造設後の介護家族の状況分析が課題として残った．今後は，この意

思決定プロセスの分析を足掛かりとして，課題となる事項の分析を漸次行っていきたい． 
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注 
 (1) 1996 年に発足した「PEG・在宅医療研究会」．年 1 回学術集会を開催して研究発表，討議を行っており，2011 年の

第 16 回大会では 100 件近くの研究が発表され，このテーマの関心の高さを示している．http://www.heq.jp/[2012, Feb, 4]． 
 (2) ヴィゴツキーを理論的支柱として状況論的学習観を提唱した Etienne Wengerが 1990年に執筆した学位論文，”Toward 
a theory of cultural transparency: elements of social discourse of the visible and the invisible（文化的透明性の理論の方へ──可

視と不可視の社会的会話の要素）”を邦訳し，その理論的意義を検討した伊藤ほか(2004)の論文に基づいている． 
 (3) ヴィゴツキーが捉える「内化」を意味する．それはスキルや知識の「獲得」ではなく，行為者が自分自身の行為に

記号を媒介させることであり，具体的には自分自身への語りかけの形を取る(高木 2008)． 
 (4) 注 2 に同じ． 

 
参考文献 
会田薫子(2011)『延命医療と臨床現場──人工呼吸器と胃ろうの医療倫理学』東京大学出版会． 
旭俊臣，2009，「施設療養高齢者の終末期における栄養のあり方」『日本老年医学会雑誌』46(6), 514-517． 
Bergson, H. (1889) Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris. (＝(1992/1993)平井啓之ほか訳『ベルクソン全集 1 
時間と自由』白水社)． 
榎本裕美・露崎かおり・小島ちあきほか, 2010,「高齢患者の胃瘻造設を家族が代わって意思決定する時の要因--高齢患者

の娘による意思決定の分析を通して」『日本看護学会論文集・老年看護』41, 64-67． 
林晋子・土屋裕睦(2011)「オリンピアンが語る体験と望まれる心理的サポートの検討──出来事に伴う心理的変化と社会

が与える影響に着目して」『スポーツ心理学研究』早期公開． 
樋口京子(2009)「高齢者の終末期におけるケアマネジメント」『Geriatric Medicine』47(4),pp.471-475. 
伊藤崇・藤本愉・川俣智路ほか(2004)「状況論的学習観における「文化的透明性」概念について──Wenger の学位論文

とそこから示唆されること」『北海道大学大学院教育学研究科紀要』93，81-157． 
介護福祉士養成講座編集委員会編(2009/2011)『新・介護福祉士養成講座 7：生活支援技術Ⅱ』中央法規． 
金森修(2003)『ベルグソン──人は過去の奴隷なのだろうか』日本放送出版協会． 
加藤真紀・梶谷みゆき・伊藤智子ほか，2011，「誤嚥性肺炎のため胃ろう造設をおこなった高齢者家族の意思決定プロセ

ス」『島根県立大学短期大学部出雲キャンパス研究紀要』5, 161-168． 
松本佳久子(2007)「少年受刑者のグループカウンセリングにおける音楽療法──『大切な音楽』の自己語りにおける意味

生成と変容」奈良女子大学大学院博士論文． 
祢宜佐統美(2011)「経管栄養を導入した在宅要介護者の家族介護者の思い──インタビューを通して家族による代理意思

決定のあり方を考える」『岐阜医療科学大学紀要』5，pp.41-52. 
小川滋彦 (2010)「在宅非専門の一般診療所における在宅 PEG 栄養患者 64 例の検討」『在宅医療と内視鏡治療』14(1)，

pp.81-85. 
小川滋彦編著(2006)『PEG パーフェクトガイド』学習研究社． 
岡崎香織・大河原美以(2009)「心理的衝撃を乗り越えるプロセスのモデル化──交通事故体験についての質的研究」『東

京学芸大学紀要 総合教育科学系』60, pp.159-170. 
サトウタツヤ (2012 秋刊行，準備中，タイトル未定 TEM 第二弾本)． 
サトウタツヤ編著(2009)『TEM ではじめる質的研究──時間とプロセスを扱う研究を目指して』誠信書房． 
清水哲郎(2010)『生命と環境の倫理』日本放送出版協会． 
鈴木裕(2000)『おなかに小さな口──口から食べられない人のために』芳賀書店． 
高木光太郎 (2008)「ヴィゴツキー理論の可能性と実践の文化人類学」田島信元編『朝倉心理学講座 11 文化心理学』朝

倉書店． 
田辺繁治(2003)『生き方の人類学』講談社． 
梅棹忠夫(1969: 2007)『知的生産の技術』岩波書店． 
Valsiner, J. (2000) Culture and Human Development. London: Sage. 
Valsiner, J. and Sato, T. (2006) Historically Structured Sampling (HSS): How can psychology's methodology become tuned in to the 

reality of the historical nature of cultural psychology?, In Straub, Kölbl, Weidemann and Zielke(Eds.) "Pursuit of Meaning. 
Advances in Cultural and Cross-Cultural Psychology", Transcript Verlag, pp.215-252. 

ヴィゴツキー(＝柴田義松訳(2005)『文化的─歴史的 精神発達の理論』学文社．) 
安田裕子(2005)「不妊という経験を通じた自己への問い直し過程──治療では子どもが授からなかった当事者の選択岐路

から」『質的心理学研究』4，pp.201-226. 
吉田篤史・上野文昭・高塚健太郎ほか(2010)「胃瘻の実態──日本の現状」『PROGRESS IN MEDICINE』30(10), pp. 

9(2491)-12(2494). 
 
 
 
連絡先 
住所：〒923-1211 石川県能美市旭台 1-1 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科藤波研究室 
名前：水岡隆子 
E-mail：mizuoka@jaist.ac.jp 

Ⅱ1-10



間主観と外界 
Intersubjectivity and the External World 

 
沼尾正行 

NUMAO Masayuki 

 
大阪大学産業科学研究所 

The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University 
 

【要約】知識と外部世界を論じるため，まず，外部世界とは何かについて考える．「外部世界」につい

て厳密に考察した哲学用語として，「外界」がある．外界について考察することで，「知識」の捉え方

は改訂を迫られる．人工知能や論理型言語の問題点も明らかになってくる．問題を克服するには，我々

の「外部世界」についての考え方をどのように変え，どのような計算機構を実現していけばよいのかに

ついて述べたい． 
 
【キーワード】外部世界 外界 現象学 間主観 論理型言語 
 
1. はじめに 
人工知能の研究では，研究の進展に応じて，対象となる知能が扱う対象が拡張され，それに応じて，

様々な知能像が追求されてきた．1950 年代に研究が開始されたが，1960 年代には主としてパズルやゲ

ームが対象とされ，知能の本質は探索であるとされた．推論機構の基礎となる融合原理(resolution 
principle)が提案されたのも，この頃である．1970 年代に入ると，計算機の能力の向上も相俟って，探索

や推論を種々の分野に適用することが可能となり，計算機の内部に対象分野ごとの知識を構築すること

が試みられた．知識工学が体系化され，知識を格納するための器となる種々の知識表現が提案され，1980
年代には知識工学の技術を実用化するための企業が設立されるようになる．計算機科学の観点では，知

識表現とは従来の手続き型の高級プログラミング言語をさらに高級化したものである．高級化の一つの

宣言的プログラミングでは，各々の場面で計算機の動作を指定しなくても，一つの知識で複数の局面に

対応させることが可能な技術とされた．一般的な知識をたとえば述語論理などで記述することで，局面

に応じた複数の手続きを自動的に生成する．知識表現は知能の内部に存在し，外界の事物に対応づけら

れるとされた． 
ところが，実際に知識表現を備えた専門家システムを開発すると，想定した外界は変化し続け，知識

表現内のデータだけではなく，知識表現も常に改訂を続ける必要が生じ，その手間は膨大なものになっ

た．Winograd と Flores (1986)は，その理由を哲学で研究された現象学にまでさかのぼって論じた．外界

とは客観的なものではなく，間主観的なものである．人々が言葉を交わしている間に，辻褄の合った事

柄が外界に存在しているという信憑が人々の間に生じ，それが広がって，社会的に定着したものが知識

と呼ばれているに過ぎない．そのため，人々から主観的に見れば，外界は動的に変化し続けるもので，

対応する知識も個人，小さなグループ，専門家のみに通用する信憑から，社会的に定着した信憑まで，

様々な段階がある．客観的と思っていた「知識」は，実は主観的な共感の輪なのである．西条(2005)は，

そうした様々な信憑を許容しつつ，人間科学を再構築することを提案しており，人工知能の研究者にと

っても興味深い．一方，従来の知識表現と専門家システムは，様々な信憑を複数保持して，適切に扱え

るようにはなっておらず，結果として杓子定規で脆いものとなった．それが人工知能の限界となったの

である． 
 この限界を突破するには，唯一無二の知識表現を知能の中に配置するのではなく，たとえば，複数

のエージェント間で，信憑の候補をやりとりしながら，間主観的な信憑として動的に知識を構築する必

要がある．そうした構成を取るマルチエージェントシステムは存在しており，個々にアドホックに作成

されている．セマンティックウェブでは，サイト間でタグ付き記述をやりとりしている．どちらも，プ

ロトコルとその解釈には柔軟性が必要である．シンボルは，各エージェントが経験してきた現象に結び
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ついている．しかし，外界に対応物(状況理論でいう「錨(anchor)」)があるというのは，信憑に過ぎない．

そのようなマルチエージェントシステムやウェブを形式化する論理が提案されているが，分散したシス

テムで論理的推論を実行するための手法がない．複雑な記述のデバックができず，記述は絵に描いた餅

となっている． 
 以上の状況を取り扱うため，本研究では，論理的な記述の分散推論手法を提案する．これまでの論

理プログラミングでは，ホーン論理の推論過程を，単一プロセッサによる手続き実行過程と見なしてい

た．このパラダイムから脱して，推論を情報の流れと見なす．その流れを(パケット)スイッチで制御す

る分散推論エンジンを構築する．そのプログラマからは，計算が項の書き換えにより行われているよう

に見え，書き換えの優先度が情報の流れの優先度として，制御される． 
 
2. シンボルに柔軟性を与えるためのアプローチ 
論理型言語は，コワルスキー(Robert Kowalski)による述語論理式(ホーン節)のプログラム的解釈に基づ

いて，その基本的な考え方が確立した．この解釈は 1970 年代の比較的単純な計算環境にはよくマッチ

しており，1980 年代に第五世代コンピュータの基盤言語として論理型言語 Prolog が採用されたことは，

よく知られている．しかしながら，1980 年代には，LSI 技術の進歩によりマイクロプロセッサが普及し，

計算機はミニコンピュータからワークステーション，パソコン，組み込みシステム(Embedded system)，
ユビキタスコンピューティングへと小型分散化の一途を辿った．計算は単一の中央処理装置ではなく，

分散したネットワーク上で行われるようになり，現在の主流はクラウドコンピューティングである．第

五世代コンピュータが一般には普及しなかったのは，論理型言語は，並列化には対応したものの分散ネ

ットワーク化された計算環境で利点がなかったからである．また，論理型言語を並列化した際にホーン

節のプログラム的解釈の面が強調され，論理との対応が希薄になったため，論理に基づいているメリッ

トが発揮できなくなった．論理型プログラミングの誤謬と言われ，論理は抽象的なもので，論理でプロ

グラミングをする必要はなく，論理で記述したものを通常の手続き型言語で記述し直して，プログラミ

ングするのが正しいということになった．論理を高級言語として使用する考え方自体に疑問が持たれ，

現在に至っている．従来の手続き型言語によるプログラミングは，分散環境ではますます困難になって

いることは変わらない．しかし，論理型言語もプログラム的解釈ばかりが拡大され，バックトラックを

抑制する方向に進化した．ガードにより，バックトラックを抑えて使用するので，分散環境では，手続

き型言語と同じように記述は複雑で，実行を一つ一つ追いながらプログラミングせねばならず，手続き

型言語に対する優位性は全くないのである．このように，ホーン節のプログラム的解釈に固執している

限りは，論理型言語は消えていかざるを得ず，すべてを手続き型言語に頼るしかない．逆に言うと，プ

ログラム的解釈が論理型言語の足枷になっている． 
論理式の書き換えにより推論を行うのが，論理学の基本である．その基本に立ち返った自動推論手法

として，(関数型言語で成功を収めている)リダクションマシンが提案されたことがある．しかし，記憶

上に展開された論理式を中央処理装置で書き換える構成だったため，効率が上がらず，分散環境に最も

適さない手法とされた．現在の高速ネットワークには，パケットのスイッチが多数配置され，パケット

を目的地に配送している．高階の述語論理式を規則で書き換える機構を実現するのに，分散配置された

スイッチと状態記憶を用いることを提案する．その上で(メタ)規則を記述することで，各種の論理や代

数の計算が行える．専門家システムで用いられたプロダクションシステムと似て非なる手法であり，作

業記憶の分散配置と(メタ)規則の自動最適化の導入により，分散システムに適した手法を目指す． 
従来の論理型言語では，信頼に足る論理式を手続きと見なして，一筆書きのように実行することで，

計算結果を得る．それに対し，人々の間で泡沫のように生じては消え，共感および共有されるシンボル

を扱いたい．そのシンボルは外界と結びついているのではなく，人々の間のコミュニケーションにより

共感され，常にぐらついた儚い存在である．人の言葉を形式化したものが論理式なのであるから，論理

式を融合(ユニフィケーション)で結び付けることにより，共有され，共感されるシンボルを表すことが

できる．融合結果は，手続きを一度実行する間だけ保持されるのではなく，シンボルが存在するしばら

くの間は，継続的に保持されて利用される．通信においてコネクションを張ることに相当し，共感され

たシンボルがコミュニケーションを媒介する． 
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3. ぐらつくシンボルを支える推論 
上の考え方に基づいて，一階述語論理を分散システムで推論する手法を提案した(沼尾 1999)．この論

文では，ホーン節を例題として，推論を行う手法を提案しているが，ホーン節を手続きと見なして実行

するのではなく，論理記述を順次書き換えることにより，融合(resolution)を行っている．したがって，(ホ
ーン節とはならない一般的な) 節の推論にもそのまま使用できる．通常，論理記述を規則で書き換える

が，この手法では論理記述と規則の両方が節で表され，一つのグラフで表現される．グラフを等価変形

する少数の(マイクロ)計算規則を用意して，グラフの変形を行う． 
論理記述を書き換える操作を，メモリ上に書かれた記述を書き換えるようにすると，並列化するには

共有メモリを用意せねばならず，分散実行には適さない．沼尾(1993)では，このことを克服する手法と

して，「１アーク書き換え」による計算機構を導入した．この計算機構では，計算規則による書換えに

対して，図 1 のように中間ステップを導入して計算規則を複数の規則に分割することにより，計算規則

の条件部に一つのアークとその両端のノードのみを含むようにする．たとえば，図 1(a) において，3+2
全体を一度に簡約化して 5 を得るのではなく，まず，3 と+ から 3+ というノードを作り，3+ と 2 を簡

約化することにより，5 を得る．一見操作は複雑化したように見えるが，簡約化の各ステップにおける

書き換えを一つのアークに限ることができ，計算の分散化が容易になる． 
しかしながら，この方式はまだまだ複雑で，計算機構をソフトウェアで記述せざるを得ない．分散化

の粒度を細かくしていくと，アークが二つのプロセッサにまたがる頻度が増える．またがった部分の処

理が手間取るため，分散化による高速化が困難であった．以上の事情で，計算シミュレータを開発して，

小規模な計算を行っただけにとどまっている．ホーン節よりは強力ではあるが，一階述語論理の推論が

行えるだけでは，利用範囲は限られる． 
そこで，計算ノードとパケットスイッチを用いて，「１アーク書き換え」をメッセージのやりとりだ

けで，行うようにする．本手法の規則(節)は，ホーン節に限らないので，両辺に高階述語構造が記述で

きる．規則中のリテラル Li, Ri が，「(引数 1, …,引数 p)」と記述されるとする．通常，引数 1 に述語名

を書くが，変数を置くことで高階の柔軟な処理をする．規則の形式は， 
 

L1,  …,  Lm  :-  R1, …,  Rn.                      … (1) 
 
とする．この形の規則を注意深く記述することで，各種の論理や代数の計算が行える．この形は，専門

家システムで用いられたプロダクションルールの形に似ているが，作業記憶を介さずに，リテラル間で

直接融合を行うことにより，表現のコピーを極力避ける点が異なる．たとえば，自然演繹の規則を記述

すれば，自然演繹が実現できる．種々の論理による推論も，その推論規則を記述することで行える．論

理型言語ではメタインタプリタが多用されるが，本手法では，規則の両辺に高階述語構造が記述できる

ことから，その利用範囲は遙かに広くなる．メタインタプリタの利用は，解釈実行系に負担をかけるた

め，動作速度が遅くなるのが普通である．一方，David A. Turner のコンビネータによる関数型言語の書

き換え系によるインタプリタには，プログラムが自動的に最適化される性質があり，「自己最適化性

+ + 

3 2 2 1 

+ 

+ + 

3 2 2 1 

+ 

3+ 2+ 5 3 

+ 

3+ 2+ 

2 1 

5 3 

+ 5+ 8 5+ 

3 

8 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

図 1： １アーク書き換え 
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（self-optimizing property）」と呼ばれている．これはメタインタプリタを実現するのに，適した性質で，

メタ規則を解釈実行するためのオーバーヘッドを解消できる．本手法でも書き換え系を用いていること

から，自己最適化性を持っている． 
純粋な論理推論だけでは，実問題を解決することはできず，何らかの方法で推論の制御が必要である．

規則の組合せに重みを導入し，推論を調整することが重要である．その手法を考察し，確率プログラミ

ング，確率推論や機械学習の成果を導入することが必要である． 
 
4. 知識と外部世界 
テーマセッションでは，「知識と外部世界」を論じることになっている．「外部世界」とは，社会を

構成する常識的かつ良識のある市民(=プログラマ)が信じている外部の世界というニュアンスが感じら

れる．しかし，常識や良識にある幅の変異が許容されているように，同じと信じられている外部世界に

も，ある幅の変異があり，それは個人(=プログラマ)に依存している．ある時点での個人は目の前の外部

世界を確固としたものに感じるが，それは実は，その個人の過去の体験やコミュニケーションの蓄積に

依存して，そのように見えているだけである．「外界」という用語は，「外部世界」を短くしただけの

ものであるが，そういうニュアンスを含めて使用した． 
各個人同士は，少しずつ異なった外界をもっているが，ある程度のコミュニケーションは可能である．

相手が人間ではなく，愛犬であっても，なんらかのコミュニケーションはできる．もちろん，それらに

は限界があり，限界を越えたところでケンカが起きる．それと同じように，各プログラマ同士は，少し

ずつ異なった外界を持っているが，各プログラマが作成したプログラムがコミュニケーション可能であ

るような柔軟性を持たせたい．プログラム同士のコミュニケーションで，齟齬が生じた場合に，ある幅

でそれを修復できるような修復演算子を融合(ユニフィケーション)部分に導入したい．形式的にはそう

いった演算子も，式 (1) の形式で記述できる．したがって，融合部分のアルゴリズムを変更する必要は

ないが，無理矢理辻褄を合わせているのだから，修復演算子の適用優先順位は低くする必要がある． 
 
5. むすび ― 共感計算との関係 
携帯電話やパソコンなどの情報機器の普及により，コミュニケーションは密になったように見えるが，

人に深く共感する機会は却って減っていると言われる．従来の人工知能や知識工学は，情報機器が個人

に普及する前にその概念が形成されたもので，情報機器の普及が招いた社会のこのような新しい危機を

さらに加速させている．筆者らは，「共感計算機構」実現を目指し，人工知能に共感する能力，すなわ

ち，自身が共感すると同時に，ユーザを共感させる能力を持たせる研究を行っている (Numao, 2012)．
センサにより環境を知的にする「アンビエント知能」の研究が進んでいるが，センシングの手法に重点

が置かれている．人工知能の入出力は，論理的な構造を持つことが期待されている．そのような入出力

を扱える共感計算機構を，音楽，個人教育，アンビエント知能等を対象にして，構築している．本論文

は，知識や論理の側から，共感について述べたものだが，逆に共感の観点から，知識や論理を論じられ

るように研究を進めている． 
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地域ブランド知識創造としての「祭り」  
-知識機構論を基にした九谷陶芸村まつりの事例分析- 
“Festival”	 as	 a	 local	 brand	 knowledge	 creation	 

―Case	 analysis	 of	 KUTANI	 Pottery	 Museum	 festival	 based	 on	 a	 knowledge	 product	 mechanism―	 

横尾 卓也1)，白肌 邦生1) 
YOKOO Takuya1)， SHIRAHADA Kunio1) 

1) 北陸先端科学技術大学院大学 
1) Japan Advanced Institute of Science and Technology，JAIST	 	 

	 

	 

【要旨】	 
地域の伝統・文化から独自性を打ち出し,他地域との差別化を図ることで地域ブランドの知識を広めていくことは地域の

観光活性化にとって極めて重要である.このためには特に，地域にある土着の知を活用して独自性を高め,域外の人々に対

し地域ブランド知識の理解を向上させていく事が必要である.本稿ではこのための手段として,地域で行われる「祭り」に

焦点を当てる.「祭り」は地域内の土着の知を再結合し活用することで,地域内外の訪問客に土着の知およびその価値を体

験・認識させ地域ブランド知識理解を高めることができる活動である.「祭り」の場では参加者としての来訪主体と提供

者としての設計主体が存在し,「祭り」の中の様々なイベント等を通じ両者が相互作用することで土着の知を共有してい

る.我々はこの関係性を基に，「祭り」においてどのように来訪主体と設計主体が土着の知の価値を共創しブランド知識

を創造・共有しているかを,知識機構論の観点を用いて分析することで,「祭り」が地域ブランド知識創造に与える影響を

明らかにすることを目的とする.能美市の九谷陶芸村とそこで行われる陶芸村まつりを事例分析の対象として 6 ヶ月間に

及ぶフィールドワークおよび質問紙調査を実施し定量・定性データを取得した.事例分析の結果,以下の地域ブランド知識

創造の特徴を見いだした.(1)「祭り」の設計主体が価値提案の中身を定めず,「祭り」の各場面で思い思いに価値提案を

すると，来訪主体の多くはブランド知識を産出する内的プロセスとしての知識機構を秩序立って体得することができない．

(2)来訪主体は祭りの中で自らの行動を設計主体の助言や示唆によって変えることで,知識機構も変化し，それによって満

足度の高い経験を得ている.(3)設計主体は自身の知識機構と来訪主体の知識機構を照らし合わせる事で,土着の知に関す

る新しい価値提案をすることができる．これらの特徴は来訪主体が正当化する知識を産出する知識機構が,設計主体との

相互作用によって再構築され,同様に,設計主体の知識機構も来訪主体によって再構築されることを示している.これは地

域ブランド知識創造のための「祭り」の新しい戦略的運用を考える上で重要な視座を与えると考えられる．	 

	 

【キーワード】地域ブランド知識，知識機構，土着の知，知識機構共創 
 
 
 
1. はじめに	 
近年，日本では観光立国の実現に向けて地域が持つ伝統・文化を生かした魅力ある観光地の形成および

その内外への発信が求められている．観光に関する日本の基本方針である観光立国推進基本法(観光庁，

2007)では，地域特有の伝統・文化から独自性を打ち出し，他地域との差別化を図ることがうたわれて

おり，地域特有の資源が持つ魅力に対する知識の理解をより高めていくことが重要である．本稿ではこ

の地域特有の資源が持つ魅力に対する知識を，地域ブランド知識と定義する．地域ブランド知識の理解

を高めることとは，地域資源が単なる「モノ」「コト」としての情報のみならず，それらの背後にある

価値観や考え方，接し方，扱い方などを会得し理解することである．	 

	 地域ブランド知識を訴求する上で，地域の独自性を築くことは極めて重要である．独自性を築く要素

の１つに，地域の土壌に内包される固有の知識およびその地域に住む人の知識，いわゆる土着の知（梅

本，2002）がある．土着の知とは，広義には「普通の人々がもっている経験的・実践的・伝統的な知恵

のことであり，専門家のもっている科学的知識に対比させて使うことが多い」（梅本，2002，p.106）

概念である．科学的客観性はもたずとも，地域で古くから認められ価値があるとされてきた固有の知識

である土着の知を活用して地域の独自性を高め，地域ブランド知識の理解を向上させていく事が必要で

ある．	 

	 土着の知を含んだ地域ブランド知識の理解を向上させる手段として，本稿では「祭り」に焦点を当て

る．「祭り」はその地域特有の歴史背景に根ざした地域資源や，地域に住む人々の知識を結合させるこ

とで行われる行事である．「祭り」は単に土着の人々の結束を象徴する行事としてだけでなく，地域を
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対外的にアピールする材料としても機能する．祭りの場では，地域内の土着の知を再結合し活用するこ

とで，地域外の人々に対してその地域の持つ価値を体験・認識させ，地域ブランド知識の理解を高める

ことができるのである．	 

	 このように，祭りは地域ブランド知識を地域外に向けて訴求する可能性を持っているものの，どのよ

うにして個人のブランド知識の獲得に祭りがつながっているのかについては十分に研究されていると

はいえない．そこで本研究では石川県能美市の九谷陶芸村とそこで行われる陶芸村まつりを事例分析の

対象として 6 ヶ月間に及ぶフィールドワークおよび質問紙調査を実施し定量・定性データを取得した．

これらのデータを基に，来訪主体に土着の知がどういうプロセスで共有され，どのような知識獲得プロ

セスを形成することで地域ブランド知識の理解に結実しているかを分析する．	 
 
 
 
2．知識創造機会としての祭りの分析視点	 
2.1	 個人の知識創造：知識機構論	 
	 個人の知識創造プロセスを射程にした研究の中で，最も基礎的なフレームワークの１つに知識機構論

（下嶋，2008）がある．知識機構とは「様々なデータを収集し，それに基づいて，たまたまではなく，
規則性をもって正しい判断を産出する機構」（下嶋，2008）と定義される．個人が生み出す知識はその

産出するプロセス（手続き，方法）によって正誤も含めて特徴付けられるという概念である．この知識

機構概念を用いることで，祭りの関与者がどのように土着の知を含む地域ブランド知識を産出している

のかを価値を共創しているかを捉えることができる． 
	 祭りの場では参加者としての来訪主体と，祭りに関わる価値の提案者としての設計主体が存在する．

両者は祭りの中の様々なイベント等を通じ相互作用することで土着の知を共有している．両者の地域ブ

ランド知識の理解には当初大きなギャップが存在する．来訪主体が地域を真に理解するためには当地の

地域資源の背後にある価値観や考え方，接し方，扱い方などを会得していることが必要であるが，来訪

主体は当初これらを備えておらず地域資源の持つ価値を理解することが出来ないのである．これは来訪

主体のブランド知識を産出する内的プロセスとしての知識機構が土着の知を正当化出来る状態にない

ことを示唆する．祭りは地域資源の価値を参加者に少なからず理解させてその機能を全うする．すなわ

ち，当初貧弱であった個人の知識機構が，祭りのプロセスで筋肉質になり成長するのである．	 

	 これまで知識機構論は個人の知識創造を説明する概念としてのみその存在が議論されてきたが，それ

を応用する試みは十分な蓄積はない．さらに，知識機構が他者との相互作用により成長し，より良い・

より正確な知識を生み出すという考え方は知識機構論の新しい展開として期待されるものである． 
 
 
2.2	 価値の共創プロセス：サービスの劇場アプローチ   
	 Fisk ら（2006）は，役者と観客，シナリオライター，舞台装置，表舞台，舞台裏，上演を要素とした

劇場をサービス提供のアナロジーとして提案している．これは，サービス提供者である役者は観客であ

る顧客の反応を見ながら，顧客が喜ぶように対応し，顧客もまた役者の演技に影響を受けるという関係

性をサービス提供のプロセスにあてはめた分析アプローチである．	 

	 具体的には，顧客の視点からサービス行為を構成するステップの時間的推移について表現した「サー

ビス・スクリプト」と，フロントステージとバックステージにおけるサービス行為の本質的な構成要素

を図式的に表現した「サービス・ブループリント」を組み合わせることでサービスのプロセスを詳細に

記述する．この分析アプローチでは役者と顧客そのものの関係だけでなく，両者が満足するシナリオ作

り（シナリオライターの存在）が重要になるなど，様々な観点からのサービスプロセスの把握が可能に

なる．これは役者（サービス従業者）と観客（顧客）が，複数の幕が設定された演目（サービスプロセ

ス）の中で，思い思いに心を動かし劇場の価値（サービス価値）を意識的・無意識的に高めあうという

関係性を基盤とするものであり，サービス提供プロセスを記述する優れたアプローチである（白肌・園

城，2010）．このサービス劇場アプローチを用いることで設計主体と来訪主体が，何か価値のあるもの

を共創していくプロセスを分析・記述する事ができる．	 
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2.3	 個人間知識の共創プロセス：知識機構論とサービスの劇場アプローチの融合  
	 個人の知識創造において，外部環境とのインタラクションにより，判断産出の内部機構が作られうる

ことは，知識機構がその定義で「様々なデータを収集しそれに基づいて」としていることからも仮定す

ることができる．本稿では，この相互作用のダイナミクスを分析するために，知識機構論と，価値共創

のプロセス分析としての劇場アプローチを統合する．来訪主体と設計主体は互いの知識がお互いの地域

ブランド知識を産出する知識機構に以下のように影響し合うと考えられる．	 

	 

	 （i）祭りの開催以前において来訪主体は広告等から自分が得た経験をもとに，自分なりの地域ブラ

ンド知識を産出する．	 

	 （ii）設計主体が持つ「土着の知」やその説明を通じ設計主体の持つ知識機構を垣間見ることで新た

な知識を獲得する．	 

	 （iii）来訪主体はその新たな知識を自分自身の知識機構に取り込むことによってブランド知識を産

出する内的プロセスの刷新，換言すれば知識機構の再構築を行い，深い土着の知を含んだ地域ブ

ランド知識を産出する．	 

	 （vi）設計主体も同様に来訪主体が祭りの最中，ないしそれ以前から形作られた「経験・感覚」を通

じ，来訪主体の持つ知識機構を垣間見ることで「新たな知識」を獲得する．	 

	 （v）その「新たな知識」を基に設計主体は，自分が担う土着の知に対して，その関わり方を問い直

すという知識機構の変化を経て，新しい価値提案として産出される．	 

	 

	 このアプローチで対象を分析することにより，個人の知識創造過程での外部との相互作用の影響およ

び祭りの参加者と設計者がそれぞれどのように土着の知を理解し，地域ブランド知識を創造しているの

かを分析することができる．	 

	 

	 
 
3. 九谷陶芸村まつりの調査	 
3.1	 九谷陶芸村まつり	 

	 祭りにはそもそも，地元住民だけに脈々と受け継がれるものから，集客の為に新たに設計されたもの

まで様々なタイプがある．本稿が対象とする「九谷陶芸村まつり」は，石川県能美市にある九谷陶芸村

団地において，毎年 11 月 3 日前後の 3・4 日間程度の日程で行われる祭りである．1982 年 11 月に誕生

した九谷陶芸村団地が，団地手作りのお祭りを行おうと，翌年の 1983 年から始まり	 2011 年で第 29 回

の開催を数える．祭りの準備には九谷焼団地協同組合と石川県九谷焼技術研修所と能美市ふるさと振興

公社の三者が，開催する内容を確認しすり合わせたものになっている．九谷陶芸村団地は問屋の集合で

あり，九谷陶芸村まつりは彼らにとって棚卸しと在庫整理のための有効な機会という側面を持っている．	 

	 会場となる九谷陶芸村団地は，2011 年 11 月現在，九谷焼を取り扱う 15 店舗，歴史資料が所蔵されて

いる九谷焼資料館，九谷焼の作陶・絵付け体験ができる九谷焼陶芸館，二代浅蔵五十吉氏の作品を展示

している市立九谷焼美術館，若手陶芸家の創作活動を支援する石川県立九谷焼技術者自立支援工房，か

ら構成されている．この他，同団地と近隣には将来の九谷焼作家を育成する石川県立九谷焼技術研修所

も存在する．石川県の観光統計（石川県，2010）によると，九谷陶芸村まつりの来場規模は毎年ほぼ 3

万人超で推移している．	 

九谷陶芸村まつりにおける設計主体として，九谷焼問屋の集合であり露店やイベントの誘致も行って

いた九谷焼団地協同組合，自立支援工房にて研修所学生の作品販売を行っていた石川県立九谷焼技術研

修所，資料館と陶芸館を監督する能美市ふるさと振興公社という三者が主な設計主体として存在し，特

に九谷焼協同団地組合が祭りにおける各種イベント企画の提案において大部分を設計している関係と

なっている．その他の設計主体として，石川県茶道協会，やまぼうし会，小松酒造組合，JA 和気，ゆず

農家，露天商などが挙げられる．祭りにおいてそれぞれの設計主体は異なった土着の知を担保しており，

自分達が深く関わっている有形・無形の地域資源を通じて自らが持つ土着の知を来訪主体に提供を行っ

ているという関係性が存在する．九谷陶芸村まつりは比較的歴史が浅く，商業的性格の色濃い「集客メ

インの祭り」という性格を持っていると言える．	 
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3.2	 調査方法	 

	 本稿で用いる調査方法は主に，祭りの設計主体の考えを引き出すための半構造化および非構造化イン

タビューを用いたフィールド調査と，祭りの来訪者に対して感想や意見を尋ねる質問紙調査，設計主体

と来訪主体双方のインタラクションを分析するための観察法を用いた．	 

	 まず，祭り全体の価値提案状況を明らかにするために，祭りの運営機関としての九谷焼団地協同組合，

石川県九谷焼技術研修所，能美市ふるさと振興公社の三者に対し，「祭りがどのような考えに基づいて

形作られているか」について聞き取り調査を行った．具体的にはその 3つの祭り設計主体に「祭全体が

来訪主体に対してどのような価値提案をしているか」と尋ねた．	 

	 質問紙調査は選択肢を用いた質問として表１に示すように，来場の動機，予算と実際の使用金額，九

谷焼に対して感じている魅力，九谷焼の使用用途を尋ねた．記述項目として，満足度とその理由，祭り

に対しての満足度とその理由，能美市に来て感じた能美市の良い部分，不満・要望点，について尋ねた．

フェイス項目としては，性別，来場回数，住まいの地域，年齢，会場までの交通手段，祭りを知った媒

体について尋ねた．回答形式はリカート形式の 4件法を採用した．	 

	 配布数は 500部で北陸先端大の修士課程学生 2名で，九谷陶芸村まつりの際に手渡しで来訪者に配り，

来訪者は祭りを体験した後に質問紙に回答して専用のポストに投函するという手順で行った．回答数は

303 部であった（回収率 60.6%）．	 

	 祭りの設計者と来訪者の相互作用を記述するための観察法では，著者自身およびアシスタントとして

の北陸先端大修士課程学生 1名が祭りの運営者を表す法被を着て，祭りの各ブースを歩き回り観察・体

験した事項をノートに細かくメモをすることで行われた．収集したメモは観察者 2名と共著者とで内容

表 1	 質問紙調査で用いた質問項目 
 

項目  質問内容  回答形式  

来場の動機 九谷陶芸村まつりに来た最も強い動機は何ですか 
（１つにチェックして下さい） 

様々な作品を見る事が出来るから／九谷焼

が安く手に入るから／お気に入りの作家が

いるから／石川観光の一環として／その他

＿＿ 

予算と実際の使用金額  九谷陶芸村まつりに際し（1）用意した予算はどのく
らいですか（2）実際に使った金額はいくらですか ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円程度 

九谷焼に対して感じて

いる魅力 
九谷焼について感じている魅力の中で最も強いもの

は何ですか（１つにチェックして下さい） 

積み重ねられた歴史／美しい質感・彩り／

作家の個性／全国的な知名度／九谷焼を売

る人の人柄／その他＿＿ 

九谷焼の使用用途 購入した九谷焼を主にどのような用途に使う予定で

すか（１つにチェックして下さい） 
贈答用／観賞用／業務用／普段使い／買わ

なかった／その他＿ 
性別 性別はどちらですか 男性／女性 

来場回数 過去、九谷陶芸村まつりに来られましたか 
 

初めて来た／過去に来たことがある	 ___
回目 

住まいの地域 普段のお住まいはどちらですか 能美市内／石川県内＿＿市／石川県外＿＿

県／海外 

年齢 あなたの年齢はいくつですか １０代／2０代／3０代／4０代／5０代／6
０代／7０代／8０歳以上 

会場までの交通手段 会場までの交通手段は何ですか。（当てはまるもの全

てにチェックして下さい） 

自家用車／コミュニティバス／タクシー	 	 	 	 

／観光バス／飛行機／徒歩／電車（石川県

内最終到着駅）＿＿＿＿駅 

祭りを知った媒体 今回のイベントを何でお知りになりましたか（当ては

まるもの全てにチェックして下さい） 
テレビ・ラジオ／チラシ／知人から聞いて

／新聞／広報誌『nomi』／その他＿＿ 

満足度とその理由  出品された九谷焼についての満足度はいかがでした

か 

満足できた／やや満足できた／やや満足で

きなかった／満足できなかった 
【理由】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

祭りに対しての満足度

とその理由 九谷陶芸村まつりについての満足度いかがでしたか 
満足できた／やや満足できた／やや満足で

きなかった／満足できなかった 
【理由】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

能美市に来て感じた能

美市の良い部分 
九谷陶芸村は能美市に位置しております．あなたが感

じた能美市の良い部分についてお書き下さい 自由記述 

不満・要望点 その他,九谷焼や九谷陶芸村まつりに関してご不満な
点，要望等をお書き下さい 自由記述 
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の信憑性を確認することで，観察内容の信頼性を高めた．	 
	 

	 

	 

4.九谷陶芸村まつりにおける地域ブランド知識創造の現状  
4.1九谷陶芸村まつりに関わる土着知要素とその価値提案の現状  
	 九谷陶芸村まつりにおいて実施したフィールドワークのデータから，土着の知の要素たり得るものを

抽出した．九谷陶芸村まつりにおいて確認された土着の知の要素を表 2に示す．九谷陶芸村まつりには

様々な土着の知の構成要素が含まれている．その内容は歴史的な要素，生活に関わる要素，農作物その

もの，能美市の地理に依るもの，人間・組織そのもの，に分けることができ，その性質は有形・無形性

で分類することができる．それぞれの要素は必ずしも独立ではない．九谷陶芸村まつりの中では例えば

ウルトラマンの絵付け体験ができる機会がある．能美市出身のウルトラマン作家という土着の要素にち

なんで，九谷焼の体験とそれを組み合わせることで，九谷でしか体験できない絵付け体験および関連知

識を形作っていると言える．	 

	 このような土着の知の要素となる資源があるものの，九谷陶芸村まつりはそれを積極的に活かす性質

を持っているとは言い難い．祭りの運営機関としての九谷焼団地協同組合，石川県九谷焼技術研修所，

能美市ふるさと振興公社の三者に対し，「祭りがどのような考えに基づいて形作られているか」につい

て聞き取り調査を行った結果は以下であった．	 

	 

・ 産業九谷で名前を売った土地柄を良く反映した，九谷焼をお得に買える場	 
（九谷焼団地協同組合，A氏）	 

・ 買い物や体験に来た人が九谷焼とそれに関わる世界に深く親しんで貰える場	 
（能美市ふるさと振興公社，B氏）	 

・ 現代から最先端の潮流まで，九谷焼の多様な魅力が分かる場	 
（石川県九谷焼技術研修所，C氏）	 

	 

これらのデータは九谷陶芸村まつりにおいて全体的な価値提案が存在しない事を示唆している．	 

	 質問紙調査の結果からは，能美市内からの来訪者が 23％，石川県内からの来訪者が 29％，県外から

の来訪者が 47％だった．地域外からの来訪客が多いにも関わらず，彼らにとって案内が親切なものには

なっていなかった．事前のフィールドワークの結果，現地では駐車場から会場や出し物の場所を案内す

るものが見当たらなかった．九谷陶芸村まつりの概要を事前に確認できる資料としてはチラシが主であ

る．チラシは様々な設計主体の価値提案を俯瞰する役割を持つはずであるが，祭りではチラシを配布し

ている様子は無く，そのチラシ自体も「どのような体験が出来るか」という旨の記述がほぼ見られなか

った．したがって，祭り会場において誰もが参照可能な形で設計主体の価値提案がなされていなかった

と言える．このため関係者用の法被を来ていた筆者も会場入り口付近において来訪主体から「メインス

トリートはどこか」，「九谷で作った虫はどこか」等，しばしば案内を求められた．また期間中に浅蔵

五十吉美術館にて茶会が行われていたが，3時間以上まつりに滞在した 20 代の来訪主体でさえ「そんな

催しがあったとは知らなかった」，「物を売っているだけの祭りで，あまり面白くない．」と答えた．

また適当に抽出した対象を祭りの来場から帰路に着くまでの行動観察の結果，全ての時間を店舗巡りに

表 2	 九谷陶芸村まつりに関わる土着の知の要素 
 

土着の知を形作る要素 
特徴 

歴史 生活 農作物 地理 人間・組織 
有形 ・ 九谷焼 

・ 有名作家の作品 
・ ウルトラマン 

・ 白山伏流水をつ
かったうどん 
・ 登り窯焼成 

・ 柚子 
・ 野菜 
・ 地酒 

・ 九谷焼の鉱石，顔
料 
・ 紅葉 

・ 九谷焼団地協同組合 
・ 能美市ふるさと振興公社 
・ やまぼうし会 
・ 九谷焼技術研修所の学生 

無形 ・ 九谷太鼓 
・ 九谷焼の製造工程 
・ 九谷焼の作陶技術 

・ 作陶，絵付け 
・ お茶の楽しみか
た 

 ・北陸の気候 ・ 作家の個性 
・ おもてなし 
・ 無礼講的な雰囲気の演出 
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費やしていたという来訪主体も存在した．また他の来訪主体の中にはイベントの集積している奥側に行

かず，メインストリートの途中で帰る人も多く観察され，設計主体の中にはそれを問題視する声もあっ

た．これらは各設計主体によって構成される全体像が来訪主体に認識されていない事に問題の一因があ

ると言える．価値提案の方向性が統一されていないと来訪主体との相互作用に失敗する可能性があるこ

とを示している．	 

	 表 3 は，九谷焼について感じている魅力と九谷陶芸村まつりの満足度のクロス表である．「満足でき

た」の項目において五感ですぐに理解できる「美しい質感・彩り」に魅力を感じている人の満足度が

45.2％あるのに対して，直感的にはすぐ理解出来ない「積み重ねられた歴史」「作家の個性」に魅力を

感じている人の満足度は 30％強しかない．これは来訪主体と設計主体との会話が必要な部分において十

分に土着の知の共有が行われておらず，両者の共創においてうまくいっていない事が示唆されている．	 

	 

	 

4.2訪問主体と設計主体との相互作用	 
	 今回の九谷陶芸村まつりにおいては，上記で示した行動観察の事例や，能美市ホームページによる同

祭りの紹介文から，「店舗巡り」が来訪主体の主たる行動として機能していることが考えられる．そこ

で，「店舗における地域ブランド知識創造の事例」を「九谷陶芸村まつり」の代表的なケースとしてフ

ィールドワークの調査データとインタビューデータを用いて記述することで九谷陶芸村まつりにおけ

る地域ブランド創造に対する影響の記述を試みる．	 
 
フィールドノート１： 
	 陶芸館の向かいの一角で，九谷焼技術研修所の学生が自分達の作った作品を展示していた．彼らは「ざ

らざらした芋虫」や「マスク」，「まだら生地のグラス」など旧来的な九谷のイメージに囚われない作

品を販売していた．そこに大学生らしき男女が現れ，学生と男女の 3名の会話が始まった．「え，なに

これ．おもしろーい」と女性が言えば，それに呼応して商品を指さして何かを言う男性．両手を動かし

て男女に説明する学生．熱心に聞き入る男女．時に起こる笑い．総じて 3 名は 20 分程当該エリアに滞

在し談笑していた．	 

	 男女が去った後に，ブースに近づき学生の制作した作品をよく見てみた．目に留まったのは小さい牛

乳パックを模した焼き物であり，スーパー等でよく見られるパッケージを再現していた．作品には「ミ

ルクサーバー」と書かれたシールが貼ってあった．不意に学生が「これ面白いですよね，牛乳パックの

折り目とか，口を開いた時のくたびれた感じとかよく再現してあるんですよ」と話しかけてきた．聞く

ところによるとその制作者は細かいディティールを表現するのが上手く，一年生ながらなかなか面白い

物を作っているのだという．その他，近くに置いてあった「マスク」や「芋虫」についても，作品だけ

でなくそれを創った人がどういう人であるかというパーソナリティも含めて紹介を行っていた．	 

	 「まだら生地のグラス」について話が及ぶとそれを制作した男性が実際に出てきた．「彼，最終学年

でろくろが凄く上手いんですよ」と紹介される．曰く，数種類の粘土を混ぜ合わせないまま，そのまま

ろくろをひくという．この作業は通常のろくろ回しよりも格段に難度が高く，熟達した技術が要るとい

う事だった．過去に作ったろくろ作品の良い評判を励みにし，薄く綺麗な「グラス」の制作に目覚めた

表 3	 九谷陶芸村まつりへの満足度と九谷焼に対して感じている魅力のクロス表 
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のだという．一般の人の前で作品を公開して，実際に自分の作品を買って貰うことで，評価されて嬉し

いと思い，また新しい物を作ろうと考えるきっかけになるのだという．	 

	 

フィールドノート２：	 

	 陶芸村内にある商店の店員は相手方の興味に合わせて話す性格で，普段から釉薬の効果や他の焼き物

との違い，吉田屋や庄三といった九谷焼の伝統的な作風などを，初めて九谷焼に触れる人にも丁寧に教

える．彼女は祭り期間中，日本の伝統に興味があるという初老の女性の接客を行った．女性は九谷焼を

求めて九谷陶芸村まつりに初めて来た．	 

	 女性が品物をしげしげと見ているので，声をかけて商品に関する簡単な説明を行った．雑談も交えな

がら，商品に使われている技術や歴史について触れ，最近はプリント製の安価な九谷焼があること，触

れると僅かな膨らみを生じる事などを伝えた．話を聴いた女性はその店舗で伝統的な手書きの九谷焼を

購入し，商品を包みながら雑談を行った．	 

	 女性は感想として「日本の文化に普段から触れられるなんて素晴らしいお仕事ですね」という言葉を

店員に伝えた．そこで店員は「自分の売っている商品はただの物ではなくて，日本の文化を売って居る」

と気付かされたと言う．その出来事から，自分の仕事に一層身が入るようになり，相手方と話す時も「日

本の文化を扱っている」と言うこと念頭に置いて話をするようになった，と語っていた．	 

	 

	 
 
5．｢祭り｣における知識機構の共創	 
5.1知識機構共創のモデル化	 
	 図１は研修所学生に関するフィールドノートを基に，祭りにおける知識機構の共創プロセスを示して

いる．役者である学生は九谷焼の伝統的な技法を学び，その技術を使って伝統にとらわれないチャレン

ジングな作品を制作していた．	 

	 一方，観客である男女の来訪主体はある程度固まった伝統的な九谷のイメージを持ちながら，学生の

作品に出会うことで，自分自身の九谷焼のイメージを崩されそこで感動を覚える．来訪主体は「どうや

って作ったのか」と興味を持って尋ね，作品の背景にある難度の高い技術とその苦労を聴くことで，そ

の驚きや感動を学生に伝える．対話を通じることで伝統や歴史に裏打ちされた九谷焼や陶芸の世界の深

淵に触れ，九谷焼の新たな側面を意識するようになる．	 

	 話をした学生も自分の行ってきたことが，人を驚かせ評価されるという経験を得る．そのことを通じ

自分自身にとっての陶芸や自分が評価された技術をいかに向上させ活かすかに関して知識機構の強化

が行われる．そのことで「まだら生地のグラス」「ざらざらしたイモ虫九谷焼」に代表される斬新な価

値提案が産出されたと考えられる．	 

	 

	 

5.2知識機構共創モデルにおけるプロセス	 
	 知識処理機構の共創プロセスをさらに細かく記述するために，サービス劇場アプローチの「幕」の考

え方を用いる．こうすることで，互いの知識機構が再構築されるにあたりどの相互作用フェーズが重要

な役割を果たすかを分析する．	 

	 図 2 は商店における店舗販売のサービスプロセスを記述している．サービスプロセスの構成要素は役

者が店舗の責任者，店舗において接客を行う店員という組織で，観客が来訪主体である．	 

	 

・ 第 1幕：興味に基づいた探索	 
役者である設計主体が集客の工夫を凝らした店舗をつくる．観客である来訪主体は外観等から

自分の気に入りそうな，あるいは興味をそそりそうな店舗を見つけ，来店する．そして商品を

見て回り，心に留まる商品を探す．	 

・ 第 2幕：魅力の発見	 
来訪主体は心に留まった商品をじっくり観察する．設計主体はその様子を見ながら，ゆっくり

見て回りたいのか，来訪主体が気になっている部分を尋ねるかを判断する．来訪主体は，商品

がどう言った背景を持つ品なのかという説明を設計主体から受ける．そして対話や観察を通じ
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てこの商品に土着の知の要素がどのように含まれ，他の要素と関連しているかに気付く．	 

・ 第 3幕：お気に入りの獲得	 
来訪主体の「自分が感じた魅力を自分の下に留めておきたい」という欲求に対して，設計主体

は来訪主体の感じた魅力に対応した他の商品を紹介することで来訪主体にとっての「逸品」と

なるための手伝いを行う．また，価格の引き下げも行うことで，来訪主体が商品を手元に置く

ための手伝いをする．購入した際に設計主体は商品を包み，待たせている時間にはコーヒーな

ど出しながら世間話を行う．そして「魅力」を取得した来訪主体は心地良く店を去る．	 

	 

	 商店店員のケースでは，九谷焼の特性や作家の個性を理解して九谷焼という「モノ」を販売していた．

そこで日本の伝統に興味がある来訪主体は彼女の説明を聴くことで九谷焼につかわれた技術や歴史に

ついて理解し，九谷焼を鑑賞する勘所を会得することで，より九谷焼の世界を楽しめるようになる．そ

して彼女は来訪主体から「毎日，日本の文化に触れることができる素晴らしい仕事ですね」という経験

に基づいた感想を貰う事で「自分が売っていた九谷焼はモノではなく文化である」という見方に気付か

されたと言える．彼女はその言葉を貰うことで「文化」を意識した接客を心がけるようになったのであ

る．	 

	 この事例では，まず設計主体から話しかけ興味のある部分について話を深めている．来訪主体は「説

明を受ける」，「他の要素との関係性についての理解」の部分で新たな知識を獲得しており，設計主体

は商品を購入した後の雑談を行う「商品を包む」最中で新たな知識を獲得していた．	 

	 また，研修所学生のケースにおいて来訪主体は自身が気になっている箇所について「説明を受ける」

「他の要素との関係性について理解」の部分で気になった興味を深め，新たな知識を獲得している．ま

た設計主体も作品についての評価を受けたタイミングが説明を求められたタイミングと同じであるこ

とから，「説明を受ける」「他の要素との関係性について理解」する部分において新たな知識を獲得し

ていたと言える．	 

	 来訪主体においては両方のケースとも設計主体が興味を察知し，それを深める対話を行う事で，新た

な知識を得ていた．質問紙調査結果でも祭りの満足度を尋ねた質問に対し，高い満足を得たと回答した

者の中では，「やさしい対応が素晴らしいです」，「ゆっくり見る事ができて歴史もわかりよかった．

それぞれのところで説明もしてもらい，来てよかったです」という意見が見られた．これは設計主体と

来訪主体の対話が，来訪主体の良質な地域ブランド知識を産む要因の一つであることを示唆している．	 

	 設計主体においても来訪主体との対話が，新しい知識を獲得しているといえる．ただしその場面は「説

明を受ける」と「商品を受け取る」という二つのパターンに分かれている．筆者らが別の設計主体に対

して行った 2件のインタビューでは，来訪主体から自らの知識創造に関して気づきを得たタイミングと

して，「購入前の接客対応」と「購入後の雑談」を挙げていた．このことは設計主体にとって，「商品

を包む」，「世間話をする」というタイミングが当人にとって新たな知識を獲得する時間であり，これ

はひいては来訪主体の更なる知識創造を可能にする上で重要であることが示唆された．	 

	 一方，知識機構の共創が失敗する場合もある．「商品を観察する」段階でバックステージにおける「客

の様子の観察」に問題があった場合，客を怒らせてしまい，来訪主体の知識機構を強化することができ

 
 

図 1	 知識機構共創プロセス 図 2	 九谷陶芸村まつりの店舗販売におけるサービスプロセス	 
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なくなる．質問紙調査において，祭りへの不満事項で「高価な商品見ているだけの客にスリよって，（本

当に）買おうと思っている客を無視する店あった．バカか！」という回答があった．これは負の感情が

知識創造を支配することで，知識機構に入力される情報にフィルターがかかり，たとえ店員と会話を行

っても共創が成立しない可能性がある．	 

	 また，商品説明において相手を満足させる十分な説明が出来ていない，あるいは，その前段階で観察

の目が客に対して向いていない場合も共創が失敗する可能性がある．具体的に質問紙から得られた回答

として，「技術研修所の生徒たちは自分たちの作品を見に来てくれる人にキチンと説明もできない．仲

間内だけでしゃべくっている」がある．このように共創が失敗するケースでは，設計されたサービスプ

ロセスのいずれかに欠点があり，設計主体はどのような価値提案をしているかという点を全体として設

計し設計主体間で共有した上で祭りに臨まなければ，来訪者に自分達が持っている土着の知の共有を行

い，両者の知識機構の共創が不十分になることが示唆された．	 

	 

	 

	 

6.	 結語	 
地域の観光活性化にとって地域にある土着の知を活用して独自性を高め,域外の人々に対し地域ブラ

ンド知識の理解を向上させていく事が必要である.本稿では「祭り」を地域内の土着の知を再結合し活

用することで,地域内外の訪問客の地域ブランド知識理解を促進させる活動として焦点を当てた.	 個人

の知識創造プロセスを記述する知識機構論と，価値共創のプロセスを記述するサービス劇場アプローチ

を融合することで，祭りにおいてどのように来訪主体と設計主体が土着の知の価値を共創しブランド知

識を創造・共有しているかを分析した．能美市の九谷陶芸村とそこで行われる陶芸村まつりを事例分析

の対象として6ヶ月間に及ぶフィールドワークおよび質問紙調査を実施し定量・定性データを取得した.	 

事例分析の結果，祭りにおける地域ブランド知識創造の特徴は以下のようにまとめることが出来る．	 

	 

(1)「祭り」の設計主体が価値提案の中身を定めず，「祭り」の各場面で思い思いに価値提案をすると

来訪主体の多くはブランド知識を産出する内的プロセスとしての知識機構を秩序だって体得する

ことができない．	 

(2)来訪主体は祭りの中で自らの行動を設計主体の助言や示唆によって変えることで，知識機構も変化

し，それによって満足度の高い経験を得ている．	 

(3)設計主体は自身の知識機構と来訪主体の知識機構を照らし合わせる事で，土着の知に関する新しい

価値提案をする事ができる．	 

	 

	 これらの特徴は来訪主体が正当化する知識を産出する知識機構が，設計主体との相互作用によって再

構築され，同様に，設計主体の知識機構も来訪主体によって再構築されることを提示するものであり，

知識校の再構築を経て，より良質な地域ブランド知識を産出するものである事が示された．	 

祭りにおける地域ブランド知識創造の理解の為には来訪主体と設計主体双方の共創によって新たな

知識を獲得することが重要であり，その得られた新たな知識を基に個人の知識機構の再構築がなされる

という関係が存在する．この関係を積極的に祭りの設計に活かし，特にサービスプロセスにおいてどの

部分でどのような知識機構の共創が起きるのかを，各設計主体が共有することが重要である． 
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現代倫理と知識創造	 ―技術者倫理を例証として―	 
Modern Ethics and Knowledge Creation: An Illustration from Engineering Ethics 

	 

田柳	 恵美子 
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公立はこだて未来大学	 

Future University Hakodate 
	 

【要約】現代倫理（あるいは応用倫理）とは，近代以降の社会に特徴的な諸問題，とりわけ複雑に分化

し組織化された現代の科学技術がかかわる問題に必要とされる，新しい倫理についての専門領域である．

現代社会の科学技術の知識体系は，専門家個々人では担いきれない不確実性リスクへの責任を組織や社

会が制度的に担っていくことを要請する一方で，専門家個々人には専門的な観点や社会的な観点から，

組織の判断を超えた問題解決を図っていくことを要請する．本研究は，現代倫理におけるこうした二重

の要請を踏まえ，個人と組織の双方が内的価値と外的規範を絶えず照応する，自己省察的な知識創造過

程としての組織的倫理実践のモデルについて論考する． 
 

【キーワード】知識創造	 現代倫理	 態度変容	 自己省察	 社会的責任 
 
1. はじめに	 
現代倫理（あるいは応用倫理）とは，近代以降の社会に特徴的な諸問題にかかわる新しい倫理の専門

領域である．環境倫理，生命倫理，生殖倫理，家族倫理，企業倫理など，その領域は多岐にわたるが，

とりわけ複雑に分化し組織化された現代の科学技術にかかわる倫理は，その重要な地位を占める．科学

技術は 20 世紀を通じて，細分化と専門化を進め，科学技術の専門知識は爆発的に増大を見せてきた．
1920年代には，Nature誌のような科学ジャーナルで使われている専門用語は，他分野の学術文献に比べ
て極端に多いというほどのものではなかったにもかかわらず，その後爆発的に増大した．高度に細分化

された専門知識は，科学技術の専門家と素人の間のみならず，科学技術の小領域ごとの専門家の間のコ

ミュニケーションを困難なものにしてきた（Shortland and Gregory, 1991）． 
科学技術とその産業化によって，現代生活を取り巻く環境はそれ以前の時代とはかけ離れたスピード

で変化を遂げてきた．図 1に示したように，通常人々の行動の規準となる社会的規範がおよそ，①50~
100 年の長期的単位でしか変化しない安定した規範，②数十年単位でゆっくりと変容する規範，③数年
単位で変化していく規範の，三重構造を成している．しかし近年では先端医療をはじめ，科学技術の発

展が及ぼしてきた激烈な変化が，こうした三重構造に侵入し，人々の行動の拠り所となるべき安定した

社会的規範を，より不確実で不安定なものにしてきたといえる（米本，2006）． 
 

 
 

図 1：行動規範の三重構造（米本, 2006; 図 5に基づき筆者改変） 
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現代社会に必要とされる倫理は，それ以前の社会の倫理とはおのずと異質のものとなる．アメリカの

哲学者ジョン・デューイが 1920年に，「道徳生活の中心が，規則への服従や固定的な目的の追求から，
特殊なケースに即して救済されねばならぬ諸悪の発見へ，諸悪を処理するための計画や方法の作成へ」

移り変わっていると述べたように（デューイ, 1968），現代倫理とは，古来の「規範倫理」とは異なる，
現実の問題解決のための，実践的な倫理である．現代の専門家は，不確実性に満ちた世界の中で，問題

を取り巻く特殊な環境条件を見据え，個人的かつ組織的に培われた経験知や直観を手がかりに，倫理的

判断を伴う意思決定を絶えず行う必要に迫られている．  
	 現代の科学技術の発展は，科学技術を基盤とする産業の発展と，多くの専門家を抱えたプロフェッシ

ョナル組織の発展によって支えられてきたものでもある．大学や研究機関の学術活動のみならず企業組

織のビジネスもまた，細分化された領域ごとの専門家による分業によって支えられ，その分業は，制度

化された高等教育によって養成された膨大な数の民間の技術者，および事務系の専門職や総合職によっ

て支えられてきた． 
	 組織的な発展を遂げてきた科学技術は，専門家個々人では担いきれない不確実性リスクへの責任を，

組織や社会が担っていくことを要請する．その一方で，組織や社会の行動規範が科学技術の発展に機動

的に対応していけない場合や，組織と社会の利害が対立する場合などにおいては，専門家個々人には組

織の判断を超えて，専門的な見地や社会的な観点から問題解決を図っていくことが要請される．現代倫

理，とりわけ経営倫理や技術者倫理においては，組織のレベルと個人のレベルとへの，二重の要請を踏

まえた倫理実践が求められることになる． 
本研究の目的は，以上のような視座に基づき，組織における倫理実践の過程を，個人と組織と社会を

架橋する知識創造の過程として捉え直すモデルを提示することである．本研究は，筆者自身による技術

者倫理の教育実践の研究成果（田柳, 2012）(1) を 1つの例証としながら，現代倫理の合意形成や意思決
定を，知識創造のプロセスとして捉え直し，その学術的および実践的意義を検証する． 

 
2. 先行理論と事例からの考察	 
2.１ 態度変容理論に基づく倫理実践モデル	 
現代倫理が今日の専門家に要請する最も重要なことの１つが，「組織の負の同調圧力に屈せずに，専

門家として正しい判断と意思決定を貫く」ことである．技術者倫理をはじめとする専門職倫理は，決し

て唯一の善や一枚岩の行動原理に収束するものではない．組織の利益と社会の利益が一致しない場合，

さらにはそれが高じて組織の法が社会の法から逸脱し，組織が不利益なことを回避したり隠蔽したりし

ようとする場合に，集団内に負の圧力が生じ，個人が正しいと信じることを貫けない状況が生じる．組

織が社会に要請される倫理実践を全うするうえでは，個人の自律性を健全に機能させることが必要であ

る．そのためには，集団への同調圧力に拮抗する個々の人間性の内面から湧き出る自発的な意思表明，

個人の価値や意志にもとづく内的報酬によって企図される思考や行動がきわめて重要になる．近年，多

くの理工系高等教育機関で導入されている技術者倫理教育は，そのための人格形成を企図すべき機会で

ある． 
こうした人格形成のための教育を設計するうえで，社会心理学における態度変容の理論は有効な枠組

みを提供している．人は何のために，どのように社会的態度を形成するのか，外的影響や内的成長によ

ってどのように態度を変化させるのかを研究するのが，態度変容の研究である．態度は，①感情（評価，

好み，情緒的反応）」，②認知（信念，実際の知識），③行動（外に顕在化された行動）の３つの成分

からなるとされる（表 1）．3 つの要素ともに，直接に社会的行為に移されずとも，それぞれの要素に
関して頭の中で思い描いたことの言語的表現そのものが，態度の表出や態度の変容においては重要であ

ると捉えられている（Rosenberg & Hovland, 1960）． 
	 

表 1	 態度の３成分（ジンバルド＆イブセン,	 1979;	 p.15 を参考に筆者作成）	 

感	 情	 評価，好み，情緒的反応（に関する言語的表現）	 

認	 知	 信念，実際の知識（に関する言語的表現）	 

行	 動	 外に顕在化された行動（に関する言語的表現）	 
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	 態度変容の研究には，学習理論からのアプローチと，集団力学の立場からのアプローチとの大きく 2
つの流れがある（表 2）．前者の学習アプローチは，人間は合理的で情報処理を行う生活体であり，情
報伝達に参加してその内容を学習するものと捉える．学習が報酬づけられたときに言語的にそれを自分

の目録に編入するよう動機づけられる．態度変容の動因は，メッセージの送り手との意思一致に対する

何かしらの報酬か，もしくは新しい情報や立場を受容することの論理的・合理的な必要性を認識するこ

とである．後者の集団力学アプローチは，人間は社会的存在であり，環境の要因に対する適切な反応や，

集団規範の作用を通して自分の現在の行動を開発し調整するために，他者の存在を必要とする．態度変

容の契機は，個人間のコミュニケーションではなく，非公式に伝達される集団規範である．態度変容の

動因は，集団内での受容の必要性と集団内での斉一性への圧力，あるいは集団から拒絶されるかもしれ

ないという恐れである（ジンバルド＆イブセン, 1979）.  
	 

表 2	 態度変容研究への２つのアプローチ	 

（ジンバルド＆イブセン，1979,	 p.30 に基づき作成）	 

	 集団力学的なアプローチ	 

（K.レヴィンとミシガン学派）	 

学習理論のアプローチ	 

（C.ホブランドとエール学派）	 

想定する人間像	 
集団規範や環境要因の中で	 

適応的に自己決定する	 

合理的な情報処理にもとづき	 

主体的に自己決定する	 

態度変容の道具	 （非公式な）集団規範	 情報や知識に対する学習	 

態度変容の動因	 集団の同調圧力，拒絶への恐れ	 論理的・合理的な必要性	 

動機づけ／報酬	 外からの動機づけ／外的報酬	 内面からの動機づけ／内的報酬	 
	 

 
田柳（2012）は，技術者倫理教育の実践研究において，上述した態度変容研究の 2つのアプローチを

統合する観点から，組織に帰属する技術者を前提とした倫理実践のモデルを提示している（図 2）． 
図 2のモデルが示すように，個人と組織の倫理観が両輪となって支えられる倫理実践においては，必

然的に個人の価値と組織の価値とのダブルバインド（二重拘束）のメカニズムが働いている．人々の行

動を規定する態度のありようは，一方では外的な集団力学によって変容し（図の上半分のサイクル），

他方では個々人の内的な学習過程によって変容する（図の下半分のサイクル）．組織や集団に属する個

人の意思決定においては，この２つのサイクルが折々に衝突し，モラルに関するジレンマを引き起こす

要因となる．上半分の集団力学において，組織成員が負の同調圧力に引きずられないようにするには，

とりわけ下半分の個人的な態度形成において，個々人が認知的・感情的な側面を十分に発達させ，他律

的な態度変容に流されないような準備状態を形成しておく必要がある（田柳, 2012）． 
 

 
 

図 2：組織と個人の倫理実践のメカニズム（田柳，2012; 図 3） 
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2.2 技術者倫理教育における態度変容の研究事例	 
こうした倫理実践のメカニズムの中で，専門家としての技術者は具体的にどのようなダブルバインド

のジレンマに遭遇し，どのようにそれを超克していきうるのだろうか．田柳（2012）は，この枠組みの
もとで，個人の主体的な態度変容に必要な能力を形成することを主眼とした教育実践研究を，大学学部

4 年生向けの技術者倫理教育の講義で行っている．毎回の授業で約 200 名の受講者が記述したミニエッ
セイの中からある回の設問／回答のセットを事例として取り上げ，テキストの質的分析を行っている．

テキストは「内部告発」に関する授業の中で記述されたもので，内部告発の孕むジレンマを示す有名な

事例である雪印食品の牛肉偽装事件を取り上げながらの講義の後，表 2に示した設問が出され，受講生
各人は Yes/Noの二者択一で回答を選ぶとともに，200字程度の記述形式でその理由について自由記述を
行う．テキスト分析の結果，回答者の示す態度成分は，(1)自己防衛的な態度の表出，(2)合理的行動への
志向，(3)信念や価値表出を優先する態度，(4)客観的・社会的な観点で価値を強化する態度，(5)知識の
不足による受動的な態度の，５つの性向に大きく分類されるとともに，大多数の回答者が，対立する見

解を複合的に組み合わせることで，より説得力のある態度形成を試みていることを明らかにしている

（表 2）． 
 

表 2：倫理的ジレンマへの対処の傾向分析（田柳, 2012より作成） 
【設問内容】 
勤務先で親しい同僚が，職場で慣習になっていた業務書類の改ざんをただそうと，内部告発したとこ

ろ，逆にいわれない自宅待機処分を受けてしまいました．あなたはこの同僚のために，なんらか意見

申し立てなどの支援をしますか？	 あるいは，個人的な励ましやかげながらの支援にとどめておきま

すか？	 どちらかを選択したうえで，その理由を記述してください． 
 
【上記設問に対する記述テキストの分析結果】 
態度成分の 5つの性向 テキスト分析の代表的サンプル 
(1) 自己防衛的な態度
の表出 

・組織を相手にまわしても勝ち目はない 
・うまく救済できる自信がない 
・職を失いたくない／生活を維持することが第一優先だ 
・家族に迷惑をかけられない 

(2) 合理的行動への志
向 

・意見申し立てをしても，同僚を助けることにつながらない 
・申し立ては，不正をただせるだけの「力」をもったときのみ有効である 
・裏から非公式に工作したほうがいい／組織の内側から変えていくしかない 
・まずは処分された同僚／親しい仲間／腹を割って話せる上司とよく話し合

ってみる 
・どういう行動をとるべきか，メリットとデメリットを洗い出してみる 

(3) 信念や価値表出を
優先する態度 

・そんな会社はいずれだめになる／そんな職場には長くいたくない 
・個人ではなく仲間を募って，集団で申し立てをする 
・自ら意見申し立てをした同僚に敬意を示したい 

(4) 客観的・社会的な
観点で価値を強化す

る態度 

・法令違反はいずれ発覚する 
	 	 - ごまかしはひどくなればなるほど歯止めが利かなくなる 
	 	 - いま受けるリスクよりも，黙認しておくリスクのほうが大きい 
	 	 - ダメージの小さいうちに改めることが会社のためになる	  
・社会のなかの会社という立場を忘れてはいけない 

(5) 知識の不足による
受動的な態度 

・従業員／会社の一員であるかぎり，会社の意向には従うべきである 
・職を失いたくない（注：同僚は自宅謹慎になっただけで退職になったわけ

ではない） 
・法的問題になってくると面倒だ（注：意図不明瞭，自己防衛が過剰） 

 
【態度成分の典型的な複合化事例】 

(3) 信念や価値の表出	 ＋	  (1) 自己防衛	 →	 Negative 
	 	 	 確かに同僚は正しい	 →しかし自分は職を失いたくない	 →意見申し立てしない 
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(1) 自己防衛	 ＋	 (3) 信念や価値の表出	 ＋	 (4) 客観的・社会的な観点	 →	 Positive 
	 	 自分も処分を受けるかもしれない	 →しかしそんな職場にはいたくない／そんなリスクよりも 
	 	 	 将来会社が負うリスクの方が大きい	 →意見申し立てする 

 
(4) 客観的・社会的な観点	 ＋ (2) 合理的行動	 	 →	 Positive/Negative 
	 （If）法令違反が消費者の安全や生命にかかわる場合には	 →(Then) ゆくゆく会社の命運を左右 
      することになるから	 →意見申し立てする	 （そうでなければしない） 

 
(4) 客観的・社会的な観点 ＋ (2) 合理的行動	 	 →	 Positive 
	 （If）世間に明るみに出ると会社の存亡にかかわるので	 →（Then）賛同者たちと最も良い方法を 
	 	 	 	 よく話し合ったうえで	 →（Yes）意見申し立てする 

 
田柳（2012）が抽出した態度成分の 5つの性向は，社会心理学の先行研究が提示する態度変容の枠組

みとも合致する．Katz（1960）は，態度が果たす機能として，①適応機能：報酬を最大に，罰を最小に
しようとする，②自我防衛機能：脅威や攻撃，不安や恐れから，自分自身を守ろうとする，③価値表出

的機能：自分の価値観やありたい人間像を積極的に表現する，④知識機能：混沌とした世界を理解する

ための知識や信念の枠組みを構築しようとする，の主に４つの側面があると定義している．組織に対し

て個人の倫理実践が自浄的に働くためには，〈適応的な態度〉〈自己防衛的な態度〉〈負の合理性への

志向〉を，個々人がみずから乗り越えていくための態度変容過程が必要となる．たとえ正しいことへの

内なる信念を持っていたとしても，それを積極的に表明し主張していくには，〈価値表出〉を正当化す

るためのさらに上位の枠組みを持ち込むことが必要となる．上述の授業で与えられた課題に対して，社

会人経験のない学生たちは事例から学習し，〈正の合理化〉や〈客観的・社会的な観点からの価値の強

化〉といった枠組みを持ち込むことによる態度変容過程を，自らの中に生起させていることが見て取れ

る．記述例の態度成分の複合化過程において，こうした上位の枠組みの導入により，態度変容への正当

化が企図されていることが見て取れる． 
以上の分析結果が示唆するのは，一部のネガティブな回答を例外として，倫理実践における個人的な

態度形成の過程には，自らの個人的／組織的／社会的な立場を省察しながら，多重的な価値を複合する

態度形成によって，個人と組織のジレンマを回避または超克しようとする過程がみられるということで

ある．上位の枠組み＝いわばメタ認知を働かせて自己省察的な観点を持ち込み，相矛盾する観点をこの

上位の枠組みのもとで接合することによって，組織を超えて社会の要請に応えていくための，倫理実践

の態度が形成されていくのである． 
態度変容過程を，個人の役割取得による社会的自我の形成過程として捉える見方もある．Mead（1943）

は，意識をもった人間個人の「人格＝self」には，「主我＝I」と，それを一歩引いた視点から眺めてみ
ることのできる「他我＝Me」とが同時に内在しており，この 2つの自我が内的な対話をすることで，自
己とは異なる他者の存在を理解し，社会と自己との折り合いのつけ方を学習していくのだとした（図３）． 

 

 
 

図３	 役割取得を通した人格形成（水口, 1992; p.227, 図 10-1をもとに筆者改変） 
 
人間が人格的な成長を遂げていくうえで，「他者の役割を取得し経験する」ことにより Meを成長さ

せ，I だけの自己中心的な世界から脱却して社会性を身につけていくこと，すなわち外的世界の照応と
不可分なかたちで生起する内的な認知過程が重要だということが，Mead らの役割理論の重要な示唆で
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ある．個人の認知能力の形成は，社会的な存在としての個人があって初めて成立するものといえる．バ

ートランド・ラッセルは，自分の心を内観することよって得られる知識を「見知りによる知識（knowledge 
by acquaintance）」と呼んだが，自分の心を見知る＝自己省察的な過程を，社会的な倫理実践に結びつ
けていくには，社会的自我の形成や，社会的な態度変容過程がそこに含まれなければならない． 
 
2.3 組織の倫理実践と社会的責任	 	 
現代社会において，個人が組織で働くということは，個人が組織に従属し外的規範のみによって他律

的に働かされることを意味しない．個人は，組織への帰属意識や所有意識を持つことによって，また組

織は個人に外的報酬のみならず内的報酬を与えることで，個人は働くことへのモチベーションを高め，

働く意味を再構築し続けることができるし，組織は生産性や創造性を高めることができる．現代社会の

個人と組織は，そのような相互依存関係によって機能しているのであり，倫理実践もまたそのような相

互依存関係のもとで成立しうるものであると捉えることができる． 
こうした問題を組織の観点から取り扱ってきたのが，「企業（組織）の社会的責任（CSR）」の領域

である．今日的な意味での社会的責任への要請は，1970年代の時代の変動の中で起きてきた．戦後日本
企業の経営史の観点から社会的責任を研究してきた谷口（2007）は，1970年代に社会的責任が問われる
ようになった要因として《企業行動の「意図せざる結果」が「意図した結果」を打ち消す》ほど，企業

が社会にもたらす外部不経済が無視できない存在になっていたことを指摘している．この問題を解決す

るために，企業には《獲得する「利潤」それ自体に「社会的公正さ」を付与する》ことが求められてい

たにもかかわらず，結局のところ 70 年代の日本企業は，社会的責任を社会的貢献と取り違えることで
済ませてしまった．《「利潤」を社会に還元すること（＝社会的貢献）によって企業行動に「社会的有

用性」を付与する方法を取った》，その結果，《1970年代後半からの「日本的経営の優越性」という話
題を引き起こすことになった》，その結果が 1980 年代の貿易摩擦や日本的経営のアンフェアネスへの
非難だと分析している（谷口，2007）．しかしながら，1990年代のバブル崩壊以降，日本企業にも社会
的責任の本質が問われる局面が多くみられるようになってきた．技術大国といわれてきた日本でも，ヒ

ューマンエラーや事故の隠蔽などの非倫理的行動が目立つようになり，上述の「意図せざる結果」につ

いて，企業が自らの社会的責任に向き合う必要が迫られてきた．その一方で，環境経営や情報公開，法

令遵守といった新たな外的規範が次々に持ち込まれるなかで，企業は次第に本来の社会的責任に向き合

わざるを得なくなってきたといっていい． 
2000年代に入って，CSR報告書の発行や企業倫理規定の制定などが，一部の限られた企業に留まらず，

より裾野を広げて普及すると同時に，具体的な実践活動として根づいてきた観がある．特にここ数年，

技術者倫理を制定する企業や，ステークホルダー・ダイアローグといわれる消費者や識者との対話型ミ

ーティングを積極的に実践する企業が急速に増え，そうした取り組みをインターネット等で積極的に公

開する企業が増えてきた． 
筆者が 2008 年にインターネットを検索したときには，技術者倫理規程も，ステークホルダー・ダイ

アローグも，目立った数は公開されていなかったが，2011年には数多くの企業のウエブで当たり前のよ
うに公開されているような状況になっている．例えば図 4は，資生堂がホームページで公開した，動物
実験に関するステークホルダー・ダイアローグの報告記事である．化粧品会社の国際競争は，バイオ技

術を駆使した高性能なエージング化粧品などによる先端研究によって支えられている．資生堂もそのた

めに動物実験を利用してきたが，世界的な動物愛護の反対圧力により，代替手段を考えていかなければ

ならない．倫理的にはそう判断していても，実際の代替手段が追いついてないため，組織自体がモラル

ジレンマに陥っている．その状況を進んで情報公開するとともに，動物愛護団体の代表やジャーナリス

トなどの専門家を招聘し，異なる利害の意見をぶつけ合うことで，より直接的な対話の中で資生堂の進

むべき道を探るとともに，資生堂の置かれた状況への理解を促すことを目指した取り組みである． 
社会的責任に典型的にみられるような，組織と社会の新しいコミュニケーションや関係のあり方は，

PR（Public Relations）研究や経営倫理学の観点から研究されてきている．Holmström（2004）は，企業―
社会，企業―大衆といった単線的図式で語られがちだった米国型の単一文脈の PR コミュニケーション
から，多様な利害関係者の存在を前提に，企業自らもまた社会を形成する一員としての立場で臨む，多

重文脈の PR コミュニケーションへの移行が必要であること，そして米国よりもより欧州にその伝統が
あることを主張してきた．マルチ・ステークホルダー・アプローチといわれる多重文脈型の PR コミュ
ニケーションの今日的な実践は，ノルウェーの製薬企業，ノボ・ノルディスク社によって先駆けられて 

Ⅱ4-6



知識共創第 2 号	 (2012)	 	 	 

 

 
図 4 「第３回 化粧品の成分の動物実験廃止を目指す円卓会議」 
（2011年 6月 2日開催／資生堂ホームページより転載） 

 
きた．図５は，同社の CSR報告書に示された概念図である．コミュニケーション・システムの中心に置
かれているのは自社ではなく，同社の基幹製品である糖尿病治療薬を必要とする患者である．社会と企

業にとって共通のステークホルダーである糖尿病患者を中心として，患者を取り巻く社会が描かれ，自

社は患者の家族や医療保険機関，投資家といった他のステークホルダーと同様にその一角に位置づけら

れている． 
企業活動の内発的な動機と，社会が企業に要請する外的規範との間には常に矛盾がある．ノボ・ノル

ディスク社の場合，患者とその置かれた文脈を，自己と他者をつなぐ上位の枠組みとして持ち込み，態

度変容理論でいうところの〈知識機能〉として働かせようという意図であると捉えることができる．今

日的な現代倫理と社会的責任の要請の中で，その矛盾を企業は絶えざるコミュニケーションによって埋

めていく必要がある．Holmström（2004）は，マルチ・ステークホルダー型の PRコミュニケーションを，
自らの境界を同定し続ける自己創出＝オートポイエーシス・システムとして捉える必要があるとも主張

している．オートポイエーシスとは，分散と統合との絶えざる調整・制御を行うシステムである．組織

コミュニケーション・システムは，自己と非自己の境界や，開くことと閉じることの矛盾を超克して（マ

トゥラーナ＆バレーラ, 1997; 河本, 1995）構築され直す必要があることを意味する． 
 

 
 

図５	 ノボ ノルディスク社のマルチ・ステークホルダー・アプローチ 
（資料：Skovlund, 2004より転載） 
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3. 知識創造過程としての倫理実践	 
	 以上の考察を踏まえて，個人と組織と社会を架橋する自己省察的な倫理実践過程を，図６のような知

識創造サイクルに基づく組織的倫理実践モデルとして描き出した． 
	 このモデルは，野中・竹内（1996）による組織的知識創造過程の SECI モデルをベースにしている．
SECI モデルでは，人や組織が培ってきた暗黙知が，まず同じ経験を共有する人々の中で「共同化
（Socialization）」される．次に暗黙知は明確なコンセプトとして表される「表出化（Externalization）」
の過程を経て，より多くの人に共有されうる形式知へ変換される．この形式知が，グループや組織を超

えて，異なる形式知と連結する「連結化（Combination）」の過程を経て，新たな知識体系が構築される
とともに，明示化された形式知が，組織のあちこちで相互作用を起こす．最後に，こうした形式知が，

「行動による学習」にもとづいて再び暗黙知へ体化される「内面化（Internalization）」の過程に至る．
以上の４つの過程は，組織の様々な次元でスパイラル状に繰り返される．これらの過程は，決して単線

的なものではなく，大小様々なレベルでの相互循環サイクルを内包している． 
	 SECI モデルが企業組織の商品開発やイノベーションにかかわる「アイデアや技術に関する知識の移
転」を扱うモデルであるのに対して，組織的倫理実践モデルとは，「アイデアや技術の遂行に伴う社会

的責任と倫理的判断に関する知識の移転」を扱うモデルである．このとき重要になるのが，図６にも示

したように，共同化→表出化の間に導入される組織的自己省過程と，あらゆる過程を通じて導入される

社会的自己省察過程である．	  
 

 
 

図６	 知識創造過程としての組織的倫理実践のサイクル（筆者作成） 
 
	 まず第１に，共同化→表出化の過程では，組織倫理について成員間で共同化された暗黙知が，「組織

の法」として概念化されていくことになる．しかし上述してきたように，「組織の法」は必ずしも社会

の法とは一致せず，個人の倫理的判断に対して負の圧力をかけて，組織の利益に従属する法を優先させ

る事態が生じる．現代倫理の組織的実践においては，この過程を省察し，組織の法と社会の法を調整す

るメカニズムを導入しなければならない．したがって，前掲した図２で示したような組織と個人の倫理

実践のメカニズムを，この過程で健全に働かせる必要がある．組織は成員が置かれたダブルバインドの

状況を積極的に超克していくために，組織と個人をつなぐ態度変容を促すための「組織的自己省察過程」

を制度化する必要がある． 
	 第２に，共同化→表出化→連結化→内面化のすべての過程において，社会の価値を照応しながら組織

的態度変容を自己促進するための「社会的自己省察過程」が導入される．近年の社会的責任の動向にお

いて見てきたように，マルチ・ステークホルダー・アプローチにおける「社会の中でその一角をなす組

織」という自己同定が組織全体に浸透するとともに，社会的自己省察のサイクルは，あらゆる過程にお

いて生起することになる． 
	 例えば，表出化→連結化においては，組織の経営倫理や行動倫理，技術者倫理などの規程が明文化さ
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れ制定され，CSR報告書などが公開されていく．これに対して，ステークホルダー・ダイアローグなど
の制度化により，社会的自己省察過程が導入される．連結化→内面化→共同化においては，倫理規程が

組織と個人の行動に埋め込まれ実践されるなかで，新技術の発展や時代状況の変化による現実との矛盾

が感得され，暗黙知化され，組織内で共有化されていく．この過程では，顧客や消費者，取引先企業等

との関係形成や，組織内と組織外の専門家の共同開発の活発化などにより，矛盾をより鮮明に感得し概

念化していくよう，社会的自己省察過程が強化される． 
	 社会的責任経営にふさわしい組織的倫理実践においては，こうした多面的な社会的自己省察過程の導

入に支えられつつ，最も重要な柱となる組織的自己省察過程の導入が不可欠である．組織的自己省察過

程とは，個人と組織が相互に態度変容を促進し合うとともに，個人における社会的自我と同様に，組織

もまたその社会的自我を形成し成長させていくうえで不可欠な過程であるといえる． 
 
4. おわりに	 
	 本研究では，現代倫理が要請する組織的な倫理実践のあり方について論考し，知識創造過程としての

組織的倫理実践過程のモデルを提示した． 
	 モデル構築に先立って，組織を構成する個人のレベルでの倫理実践に着目し，個々人の自己省察的な

態度変容過程が，個人の価値と組織の価値とのダブルバインドの状況を超克していくうえで重要な役割

を果たすことを示した．次に，社会的責任という概念の浸透が，企業をはじめとする組織の倫理実践に

大きな影響を与えており，そこにはオートポイエーシスとも言われる組織の自己省察過程が必要とされ

ていることを示した． 
	 本研究で提示した組織的倫理実践のモデルは，知識創造の SECI モデルをベースとしながら構築され
たものである．SECI モデルにおいても社会的な自己省察過程が無視されているわけではない．しかし
ながら本モデルでは，SECI モデルでは論考されていない，社会的責任が組織へ要請する新しい次元の
観点，すなわち「組織の利益と社会の利益との矛盾」への対応や，「意図せざる結果が，意図した結果

を凌駕する」ような組織の外部不経済への対応に着目し，独自の観点からモデルを構築した． 
	 今後，社会的責任経営がごく当たり前のものとなっていくとすれば，本モデルの提示した組織的自己

省察過程や社会的自己省察過程は，日常的な活動―SECI モデルが対象とした商品開発やイノベーショ
ンなどの事業活動―から切り離されたものではなく，そこに埋め込まれたものとして機能していくこと

になるだろう． 
	 本研究の貢献は，社会的責任という概念が組織の経営および組織と個人の関係のあり方を根本的に変

革するものであること，そのような時代に必要とされる新しい倫理実践の知識創造過程のモデルを提示

したことである．今後の課題は，より実証的な研究を通してモデルを精緻化していくことである．本研

究が提示したような学際的観点に基づき，時系列の社会的変化に沿った組織的倫理実践の研究や，業界

業態・企業文化などの固有性に基づく研究などが進められ，学術的貢献のみならず多様な実践領域へ成

果が還元されていくことが期待される(2)． 
 

 
注	 
(1) 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(C) 2010-2012年度採択課題「技術者倫理教育における学生の態度変容の研究：

記述テキストの内容分析を通して」の研究成果． 
(2) 筆者自身も現在，社会的責任における社会貢献プログラムへの意識変容の研究に取り組んでおり，この成果との統合

を試みていく計画である（公立はこだて未来大学 2011年度特別研究費事業「地域の社会連携活動への企業の CSR活
動の関与とネットワーク形成に関する調査研究」）． 
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【要約】 

本研究は近赤外線分光法によって脳活動を計測する光トポグラフィ装置と，視線情報を測定するアイ

トラッカー装置を用いてテレビコマーシャル視聴時の顧客の生体反応情報を測定し，実験中の脳活動デ

ータ，視線データと実験後のアンケートデータを統合した新しい消費者行動分析手法を行った．実験の

結果，呈示されたコマーシャルに対して満足を感じている被験者は，脳活動に二つのピークが現れる傾

向が認められた．また，性別に分けて比較した結果，視線に関して大きな違いは見られなかったが，ほ

とんどの条件に対して男性の場合，脳活動が活性化している事などが認められた． 

 

【キーワード】ニューロマーケティング NIRS 眼球運動計測 テレビコマーシャル 前頭葉 

 

1. 序論 

 近年，脳活動や視線情報などの人の無意識的かつリアルタイムな生体情報をマーケティングに活用し

ようとする手法が注目されている(折笠, 2010)．従来の経済学では人間は常に合理的な判断に基づいて，

行動すると考えられてきた(川人, 2006)．しかし，現実の人間は非合理的な判断を行う場面があり，行動

経済学やニューロエコノミクスがこの人間の非合理的な側面を取り入れ，新しい経済行動モデルを作ろ

うとしている．また，従来のマーケティング手法である質問紙法から得られるデータは，意識下に上っ

たデータのみを取得しており，必ずしも顧客のニーズを反映しているとは限らない事が指摘されている

(川人, 2006)．このような流れから近年，脳活動や視線情報などの人の無意識的かつリアルタイムな生体

情報をマーケティングに活用しようとするニューロマーケティングの手法が注目されている．人間の脳

活動は将来的な報酬予測に関連していたり，ブランド情報の有無に影響されたりすることがわかってお

り，人間の視線に関わる眼球運動は心的な処理との対応関係があることが多くの心理実験によって認め

られている(川人, 2006) (中島, 1996)．つまり，ある対象に対する注視時間が長いとき，人間はそれに興

味を示しており，何らかの知的処理が行われていることになる．このように，人間の生体情報は消費行

動に関わる重要な知識創造過程と密接に関係していると考えられるものの，多くの計測手法はそれぞれ

独立して発展しており，マーケティング情報として総合的に活用する試みは十分な蓄積が無い．本研究

は人間の視線情報を計測するアイトラッキング技術と脳活動を計測する光トポグラフィ装置を用いる

ことにより顧客の生体反応を測定し，動画 CM 視聴時における顧客の満足度の定量化を検証する． 

 

2. 実験方法 

 実験は金銭の提供を条件に外部から集められた 30 名の 25 歳から 50 歳までの被験者によって行われ

た(内，男性 10 名，女性 20 名)．被験者の視力は両眼とも 1.0 以上(矯正視力含む)であった．課題刺激と

して 15 秒間の同一商品のビール系飲料の 4 種類のテレビコマーシャルを呈示してそれらの評価を行っ

た．実験は CM 条件 A と B を無作為に呈示する実験条件 1 と CM 条件 C と D を無作為に呈示する実験

条件 2 によって行われた．CM 条件 A と C には CM 放送当初から女優が出演している人気の高いシリー

ズの CM であった．対して CM 条件 B と D は CM 条件 A と C に出演した女優が出てこない新シリーズ

の CM であった．実験中は被験者の頭部に光トポグラフィ装置を装着して脳活動を測定し，アイトラッ

カー装置によって視線情報を同時に測定した．テレビコマーシャルは通常のコマーシャル映像に加えて，

それらの音声を消した映像のみのコマーシャル映像を各 CM 条件ごとに呈示した．映像は各 CM 条件 3

回ずつ呈示し，計 8 種類の映像条件を呈示した．課題刺激呈示後は安静刺激として 30 秒間の固視点注

視課題を行った．実験終了後，被験者は呈示されたコマーシャル映像に関するアンケートに回答した．
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実験装置には，脳活動の計測に日立メディコ社製「光トポグラフィ ETG-4000」，視線計測に Tobii 社製

「アイトラッカーT60」を使用した．実験中は被験者に顎台を使用した．使用した測定 ch 数は 48ch，測

定した脳の部位は前頭部，左右側頭部であった． 

 

3. 結果 

表 1 にアンケートデータによる各 CM 条件の認知状況の結果を示す．表 1 より，もっとも「たしかに

見た」と回答された CM は条件 A の 76.7(%)，続いて条件 C の 63.3(%)，条件 D の 60(%)，条件 B の 50(%)

の順番となり，女優が出演した CM 条件 A と C が高い認知傾向を示した． 

 

表 1 各 CM 条件の認知状況 

認知状況(%) 条件A 条件B 条件C 条件D

たしかに見た 76.7 50.0 63.3 60.0

見たような気がする 13.3 16.7 23.3 26.7

見たことはない 10.0 33.3 13.3 13.3  
 

表 2 にアンケートデータによる各 CM 条件の商品に対する「飲用意向」を集計した結果を示す． 
 

表 2 各 CM 条件の「飲用意向」 

飲用意向(%) 条件A 条件B 条件C 条件D

非常に飲みたい 6.7 3.3 10.0 3.3

飲みたい 26.7 20.0 23.3 23.3

やや飲みたい 53.3 43.3 53.3 43.3

どちらとも言えない 10.0 20.0 13.3 23.3

あまり飲みたくない 0.0 6.7 0.0 6.7

飲みたくない 3.3 6.7 0.0 0.0  
 

 表 2 より，「非常に飲みたい」と回答された CM は条件 A では 6.7(%)，条件 B では 3.3(%)，条件 C

では 10.0(%)，条件 D では 3.3(%)となり，女優が出演している CM 条件 A と C が「非常に飲みたい」と

いう回答が多かった．対して「飲みたくない」と回答されたCMは条件Aでは 3.3(%)，条件Bでは 6.7(%)，

条件 C では 0.0(%)，条件 D では 0.0(%)となり，CM 条件 B がもっとも「飲みたくない」という回答が多

く，次に条件 A が多い結果となった． 

 表 3 にアンケートデータによる各 CM 条件の好感度の相対順位の結果を示す． 

 

表 3 各 CM 条件の好感度の相対順位 

相対順位(%) 条件A 条件B 条件C 条件D

1位 43.3 13.3 33.3 10.0

2位 30.0 23.3 36.7 10.0

3位 13.3 46.7 13.3 25.7

4位 13.3 16.7 16.7 53.3

平均順位 2.0 2.7 2.1 3.2  
 

 表 3 より，全体的な好意度は女優が出演している CM 条件 A，C の方が女優が出演していない CM 条

件B，Dと比べて高い結果になった．その中でもCM条件Aの方が CM条件Cと比べて若干高くなった． 

アイトラッカー装置で測定した被験者の視線データと光トポグラフィ装置で測定した脳活動データを

「性別」，「好感度の違い」，「事前購入の有無」によって分けて分析を行った．尚，視線データの分

析には Tobii 社製「Tobii Studio」ソフトウェアを使用した．脳活動データの分析には日立製作所製の解

析プラットフォーム「POTATO_ver3.7」を使用した．視線データに関しては「Tobii Studio」ソフトウェ

アで CM 視聴中 15 秒間の視線データを 5 秒間隔でクラスター化する分析を行った．クラスター形成の

値は 110(pix)で行った．脳活動データについては，「POTATO_ver3.7」でローデータに下処理を行った

後，脳活動全体の活性化は，対象に対する注意や興味を示しているという仮説から，被験者の脳がどの

時間にどのくらい活性化したのかを確認するため，脳全体の Oxy-Hb 変化量を積分した時系列波形を作

成し，視線のクラスタデータとの統合を行った(志村, 2009)．これにより，被験者が何処を見て脳活動が

Ⅲ1-2



知識共創第 2 号 (2012)   

 

変化したかを確認出来る様にした． 

 
図 1：「性別」の違いによる視線クラスターと脳活動データ 

 

図 1 より，CM 条件Ａの 0-5 秒間と 10-15 秒間の視線データは男女共に同じ様な位置に生成されてい
るが，脳活動は男性の被験者群の方が活性化していた．CM 条件 B も同様に，5-10 秒間の視線のクラス
ターは同じ様に生成されたが男性群の脳活動の活性化が見られた． 

 図 2 に CM に対する「好感度」の違いによる視線クラスターと脳活動データを示す． 
 

 
図 2：CM に対する「好感度」の違いによる視線クラスターと脳活動データ 

 

 図 2 より，CM 条件 C を 1 位と評価した被験者群と，4 位と評価した被験者群を比較すると，視線ク

ラスターにおいては大きな違いは認められなかった．脳活動においては，5-10 秒にかけて 1 位と評価し

た被験者群の脳活動において二つのピーク点がある増加が認められた．CM 条件 D においては 5-10 秒間

に 1 位と評価した被験者群の脳活動に二つのピークが現れる傾向が認められた． 

 図 3 に「事前購入の有無」の違いによる視線クラスターと脳活動を示す．図 3 より，CM 条件 A にお

ける商品に対する事前の購入歴が有る被験者群と無い被験者群を比較して，視線クラスターに大きな違

いは認められなかった．脳活動においては，購入有りの群では 0-5 秒間に脳活動の活性化が見られた． 

図 4 に「飲用意向」の違いによる視線クラスターと脳活動を示す．図 4 より，CM 条件 A における商

品に対する飲用意向の違いを比較すると，視線クラスターに大きな違いは認められなかった．脳活動に

おいては，飲用意向が高い群では 0-5 秒間に脳活動の活性化が見られた． 
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図 3：「事前購入の有無」の違いによる視線クラスターと脳活動 

 

 
図 4：「飲用意向」の違いによる視線クラスターと脳活動 

 

 以上の結果をまとめると， 

(1)「性別」において脳活動に顕著な差が見られた．(2)「好感度」が高いとき脳活動に二つのピークが 

現れる傾向が見られた．(3)「事前購入」が有った被験者群と「飲用意向」の高い被験者群の脳活動は課

題刺激呈示直後から脳活動が活性化する傾向が見られた． 

 

4. 結論 

本研究を通じて，顧客の受けた印象をアンケートデータにより，集計しこれをクラスタリングして，
顧客群をカテゴリー化した時，カテゴリーごとに，光トポグラフフィーとアイトラッキングデータの特
徴が異なることが分かった．このことから，顧客の生体計測データを CM の評価等のマーケティングへ
応用できる可能性を示した．課題として，動画 CM は時間毎にシーンが次々に変化する特徴を持つ刺激
であるため，データを 5 秒間隔で区切った本研究の分析法では，具体的にどのオブジェクトを見たとき
の脳活動であるかを特定することは困難である．また，光トポグラフィが脳活動計測に用いる測定原理
の関係上，実際にある対象を見たときの脳活動のデータが，数秒近く遅れて測定されるという指摘もあ
るため，光トポグラフィ装置を用いた本研究手法では，動画 CM のような短時間の間に呈示される動的
な視覚刺激に対する詳細な統合分析は原理的に難しいと考えられる(志村, 2009)． 
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アパレルセレクトショップにおける店員顧客間の同調傾向の研究 
Research of Embodied Synchrony between Salesclerk and Customer in an Apparel Selection 

Shop 
 

辰巳槙 1)，永井由佳里 1)，森田純哉 1) 

TATSUMI Shin1)，NAGAI Yukari1)，MORITA Junya1)  
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1) Japan Advanced Institute of Science and Technology,  

 

【要約】同調傾向とは，対人相互作用の過程において，相互作用者のコミュニケーション行動が互いに

同期・類似する現象である．本研究では，ファッションに対する興味の高いリーダー群，低い非リーダ

ー群に群分けされた被験者のアパレルセレクトショップにおける行動を加速度センサと IC レコーダを

用いて観察することにより，店員との同調傾向の実態を検証した．各実験において測定された加速度デ

ータの移動相関分析と，IC レコーダによって得られた発話データの形態素解析を行うことにより店員‐

被験者間同調傾向を検討した．結果より，リーダー群は店員に対して徐々に先行して行動するようにな

ること，店員から多くの影響を受けていることが示された． 

 

【キーワード】同調傾向 対人コミュニケーション 対人認知 

 

1. はじめに 

対人コミュニケーションにおいて，人はメッセージ，つまり感情や考えを何らかの方法によって他者

に伝え，またその相手からの反応を解読し，自分の意図と照合させることによって対人関係を運営しよ

うとする[1]．このような人と人との相互作用の過程において，相互作用者のコミュニケーション行動が

互いに同期したり，類似化したりする現象は同調傾向[2][3][4]と呼ばれている．同調傾向を示すことは

対人認知を助け，対人コミュニケーションにおいてはコミュニケーションの円滑化を促進する，ポジテ

ィブな共創と考えられる． 

サービス・セールス場面においても同調傾向は重要な指標と考えられている．例えば，セールス場面

においては，店員と顧客は互いの文脈をすり合わせていくコミュニケーション行動を取ることで，顧客

は商品を理解し，また店員は顧客の要望を理解していくと考えられる．このように，サービス・セール

ス場面では，相互作用関係を効果的に用いたコミュニケーション行動が行われていると考えられる． 

過去の同調傾向に関する研究[3][4][5][6]では，発話のみ，ジェスチャのみ，あるいは呼吸のみといっ

た 1つの要素のみが着目されてきた．このため，時系列的でよりダイナミックな観点，言語行動と非言

語行動の関係性の解明が必要とされていた．最近の研究[7][8]では人間の行動や発話を時系列に沿って測

定する，ダイナミックな観点が導入されている．落語における演者と観客の同調傾向とユーモア生成の

関係に着目した研究[7]では，2 つの同調傾向の例が示されている．1 つ目は，落語の最初の段階では演

者が観客の理解を助けるために主導権を握っているが，後半になるにつれて，観客の振る舞いが演者に

影響を及ぼすようになる例である．つまり，最初，観客は演者に対して後行行動を取っているが，後半

になるにつれて先行行動を取るようになる．2 つ目は，演者と観客の同調傾向は落語全体を通して変化

しない例である．前者では，徐々に観客が演者に先行するような行動を取ることによって，落語を理解

し，ユーモア得点が高くなっているため，落語の目的であるユーモア生成が達成されていると考えられ

る． 

また，カウンセラーとクライエントの二者間の関係とカウンセリング評価の関係に着目している研究

[8]では，カウンセラーがクライエントの行動に同調するように，つまりカウンセラーがクライエントに

対して後行行動を取るように振る舞うと，カウンセリング評価が高くなることが確認されている． 

これらの先行研究はいずれも二者の先行・後行行動，つまり関係における主導権をどちらが握ってい

るのかと，その影響について議論されており，特に受け手の先行行動が重要とされている．しかし，先

行研究[7]においては社会的要因が明らかにされていないという問題がある．同調傾向は，パーソナリテ

ィや性役割など，様々な要因に規定されるため，社会的要因を明らかにする必要がある．また，先行研

究[7][8]のいずれにおいても，ビデオカメラを用いた撮影が行われ，観察対象者の位置が移動できないと
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いう問題も挙げられる．人は，現実場面では歩いたり止まったりと，自由度の高いダイナミックな行動

を取っている．  

以上より，本研究ではダイナミックな人と人との同調傾向観察方法を提案する．また，同調傾向が重

要な指標と考えられるサービス・セールス場面での同調傾向の実態を明らかにすることを目的とする． 

実際のサービス・セールス場面での同調傾向を観察するため，アパレルセレクトショップ（以下，セ

レクトショップと記載する）における実験を行う．実験では，加速度センサと IC レコーダ，およびノ

ートパソコンを用いた観察手法を提案する．上坂ら（2009）[9]は，同調傾向については触れていないが，

幼稚園における子供の集団行動を捉える手法として加速度センサを用い，その有用性を確認している．

ゆえに，加速度センサを用いた手法は，人のダイナミックな行動を観察することに適していると考えら

れる． 

本研究では以下の 2つの仮説を設定する． 

 

仮説Ⅰ：店員‐顧客間の同調傾向において，顧客の先行行動は実験後半にかけて増加する． 

仮説Ⅱ：店員‐顧客間のファッションに関する発話は，実験後半にかけて減少する． 

 

仮説Ⅰについては，一般的なコミュニケーションにおいて，相互作用者同士が互いに文脈をすり合わ

せていくことで，意図理解や意味の共有が行われる[7]のと同様に，店員‐顧客間においても，互いの文

脈をすり合わせていくことで，顧客が商品を理解し，また，店員が顧客の要望を理解していくと考えら

れる．実験前半のように，店員‐顧客間の協調の程度が低い状況では，店員が主導権を持って接客を行

わなければ，顧客は商品に対して興味や理解を深めることが出来ない．このため，実験前半では，店員

が顧客に働きかけ，顧客がそれに反応する，すなわち，店員の行動が顧客に先行するという仮説を考え

た．そして実験が進んで顧客が商品に対する理解や興味を持つようになると，顧客が主導権を持って行

動するようになる，すなわち，顧客の行動が店員の行動に対して先行するようになると考えられる． 

さらに仮説Ⅱも，実験前半のように，店員‐顧客間の協調の程度が低い状況では，店員が主導権を持

って接客を行わなければ，顧客は商品に対して興味や理解を深めることが出来ない．このため，実験前

半では，店員が顧客に働きかけ，顧客がそれに反応すると考えられる．これにより実験前半において店

員‐顧客間でファッションに関する発話が多く行われ，後半にかけて，減少していくという仮説を考え

た．また，店員は，顧客の緊張感・不安感を解くために多く働きかけるような接客を前半に多く行う(1)

ことからもこのことが考えられる． 

 

2. 店員‐顧客関係 

 本研究は，実際のセレクトショップにおいて実験を行う．実験において同調傾向を観察する際に，フ
ァッションに対する興味の差を持つ被験者を用意し，これを，同調傾向を規定する要因と考える．相手

のパーソナリティが自分と似ていると認知しているときの方が，似ていないと認知しているときよりも，

声の大きさが相手に類似することが先行研究[10]によって明らかにされている．このような知見より，

セレクトショップでは，顧客のファッションに対する興味が，店員との同調傾向を築く上で重要な要因

となると考えた． 

 

2.1 被験者抽出 

 ファッションに対する興味の差を持つ被験者を用意するため，北陸先端科学技術大学院大学の男子学
生を対象に，ファッション・リーダーシップ尺度[11][12]を用いた質問紙調査を行う．この調査により，

調査参加者を，ファッションに対する興味の高いリーダー群と，興味の低い非リーダー群に群分けし，

この中から実験において顧客の役割を担う被験者を抽出する．ファッション・リーダーシップ尺度は，

ファッションに関する周囲との情報のやり取りについて問う 7つの質問項目から構成され，それに対す

る回答を得点化することで被験者のファッション・リーダーシップを測定する．得点範囲は 7～35点で

ある． 
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図 1：ファッション・リーダーシップ尺度調査結果のヒストグラム 

 

2.2 ファッション・リーダーシップ尺度調査結果 

 調査対象者は北陸先端科学技術大学院大学の男子学生であった．配布数 97 枚に対し，回収数 70 枚，

回収率 72.16%の回答が得られた．また，調査結果に対し，正規性を帰無仮説とする歪度と尖度を用いた

正規分布の検定を行ったところ，歪度 b1=0.318，尖度 b2=11.799となった．また歪度 b1と尖度 b2の検定

統計量 Z1n，Z2nはそれぞれ，Z1n (n=70) =0.166，Z2n (n=70) =2.301となり，有意水準 0.01としたときの棄 

却域は|   | |   |         のため，正規分布に従う分布となった．（図 1参照）． 

 

2.3 被験者群分け 

 集計結果を，ロジャースのイノベーション普及理論[13][14]を参考にし，被験者の群分けを行った．普

及理論は，ハイテク分野を基にして作られた理論であるが，他分野への応用も可能であるとされている． 

また，消費者の商品の購入の早さを基準にして作られており，商品の購入の早い順から，1.イノベータ

―（2.5%），2.アーリー・アダプター（13.5%），3.アーリー・マジョリティ（34.0%），4.レイト・マ

ジョリティ（34%），5.ラガード（16%）の 5 つの顧客グループに分類される．それぞれの顧客グルー

プは異なる特性を有するが故に，各グループに対して固有のマーケティング手法が要求される．これら

より，本研究における，ファッションに対する興味の差による被験者の群分けに普及理論は適している

と考えた． 

 普及理論と，ファッション・リーダーシップ尺度調査結果の関係を表 1に示す．普及理論においてイ

ノベータ―，及びアーリー・アダプターに相当する上位 16%の調査参加者をファッションに対する興味

の高いリーダー群，レイト・マジョリティ，及びラガードに相当する下位 50%の調査参加者を興味の低

い非リーダー群とした．さらにここから，実験参加者として各群 5名，計 10名の被験者を抽出した． 

リーダー群から 1 名，非リーダー群から 1 名の 2人 1 組でペアを 5組作り，1 組ずつ異なる日に実験

を行った．ここで 2人 1組のペアを作成したのは，被験者に何らかの影響を与えると考えられるセレク

トショップ内の陳列や店員の服装などが日毎に異なり，1 人ずつの実験だとリーダー群‐非リーダー群

間の比較が出来なくなると考えたためである． 

 

3. 実験：店員‐顧客間同調傾向の検討 

実際のサービス・セールス場面における店員‐顧客間の同調傾向を時系列的に観察することが本研究

の課題である．ゆえに，同調傾向を定量的に観察することのできる実験方法を検討しなければならない．

そこで実際のセレクトショップにおいて実施される実験の方法を提案すると共に，被験者抽出に用いた

ファッション・リーダーシップ尺度，同調傾向観察のための加速度センサ，及び IC レコーダの有用性

を確認する．そして，本研究の目的である，サービス・セールス場面における同調傾向の実態の検討を

行う． 

 

3.1 実験環境 

現在の日本におけるセレクトショップは，「明確な経営者あるいは店のコンセプト（こだわり）に基

づいた品揃えを行う専門店」[15]であると考えられている．セレクトショップの店員は商品情報や顧客

情報に基づくアドバイスを明確に，かつ丁寧に行うため，店員‐顧客の距離が近く，接客においては同

調傾向が効果的に用いられていると考えられる． 

本研究では，石川県金沢市竪町のセレクトショップ「PRESENCE」において実験を行った． 
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表 1：普及理論と本実験の関係 

 

3.2 装置 

セレクトショップにおける店員‐顧客間の同調傾向を観察するために，加速度センサと ICレコーダ，

及びノートパソコンを用意した．実験では，apple社製 iPod-touch（Model No:A1288，A1367）に内蔵さ

れている 3 次元加速度センサおよび，無料アプリ iSeismometer[16]を用いて店員と被験者の行動を時系

列的に記録するため，Wi-Fi通信によるデータ受信をノートパソコン（apple社製MacBook）によって行

った．また，店員‐顧客間の発話と，加速度測定による店員‐被験者間の同調傾向との関係を観察する

ため，ICレコーダ（OLYMPUS 社製 Voice Trek V-65）を用いた． 

 

3.3 手続き 

まず，被験者 2名（リーダー群 1名，非リーダー群 1名）を実験に用いるセレクトショップが入店し

ているビルの前まで連れて行く．セレクトショップ内には 1人ずつ入ってもらい，実験を行うため，先

に実験を行う 1人目の被験者に対して教示を行った．教示は被験者に普段通りの買い物をしてもらえる

ような内容とし，実験時間は設定していなかった．教示用紙を被験者に手渡し，実験者が教示を読み上

げた．また実験を行う順番は順序効果を考慮して，リーダー・非リーダーが交互になるようにした． 

教示後，後に実験を行う 2人目の被験者には待機してもらい，被験者をセレクトショップ入り口前（ビ

ルのエレベーターを 3階まで上がり，降りた場所）まで連れて行き，そこで待機させた．実験者は，店

舗内に入りノートパソコン，iPod-touch，および IC レコーダの設定を行った．本実験は，実店舗で実施

するため，被験者以外の顧客のプライバシーを考慮し，ビデオカメラ等の機器を設置することはできな

かった．各設定が終了した後，まず店員の腰部に，ケースに入れた iPod-touchを装着した．被験者にも

iPod-touchと，IC レコーダを腰部（ベルト）に装着した．そして被験者に，「それではお店に入ってく

ださい」と告げ，実験者は被験者には同行してセレクトショップ内には入らず，後に実験を行う被験者

の待つ場所まで戻った． 

実験が終了し，被験者が店から出てきたら，まず IC レコーダを外し，録音を停止した．これは録音

時間を店舗滞在時間の指標として分析に用いるためである．続いて iPod-touchも受け取った． 

2 人目の被験者に対しても同様の手続きで実験を行った．この際には，店員は既に iPod-touch を装着

しているが，一度回収し，再度設定を行ってから再び装着してもらい，実験を行った．被験者 2名の実

験が終了した後，実験者はセレクトショップに戻り，ノートパソコン，店員に装着した iPod-touch の回

収を行った． 

 

3.4 分析の概要 

ファッションに対する興味の違いによって店員‐被験者間の同調傾向に差が生じるのかを観察する

ため，加速度データ，及び発話データを用いて分析を行った． 

 

(1)加速度データ 

 iPod-touchに内蔵される加速度センサは，x，y，z方向の加速度データを得ることが出来る．分析では，

3つの加速度データを合成加速度として 1つにまとめ，データの平滑化のために 20秒移動平均をとった

値を用いた．店員‐被験者間の行動において，どちらが主導権（先行行動）をとっていたのかを観察す

るため，時間遅れを考慮した移動相関分析を行った．ここでは，20秒移動平均をとった合成加速度デー

タを，被験者のデータを基準にして窓長 3分で，-5(sec)～+5(sec)までの時間遅れを 0.1(sec)刻みで考慮し

た，移動相関係数を算出した．先行研究[8]において，二者の身体動作同調傾向の時間的変化が時間遅れ

(%) 属性 人数 属性 得点範囲
2.5 イノベータ― 1.75 リーダー 28
13.5 アーリー・アダプター 9.45 リーダー 21～26
34 アーリー・マジョリティ 23.8 ― 15～20
34 レイト・マジョリティ 23.8 非リーダー 10～14
16 ラガード 11.2 非リーダー 7～9

計100% 計70人

普及理論 調査結果
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を考慮した移動相関法によって観察され，その有効性が示されていることから本研究においてもこの手

法を適用した． 

さらに，実験中にどのように先行・後行行動が推移したのかを観察するため，それぞれの被験者のセ

レクトショップ滞在時間を前半・中盤・後半に 3 分割し，各時間帯において有意（0.4 以上）となった

移動相関係数（p<.01）の数をカウントした．先行研究[7]において，有意な相関係数の数をカウントす

ることにより，二者間の関係が定量的に示されているため，本研究においてもこの手法を適用した．こ

の際，考慮した時間遅れ-5(sec)～+5(sec)のうち，-5(sec)～-0.1(sec)の範囲を被験者後行行動，+0.1(sec)～

+5(sec)の範囲を被験者先行行動とし，各被験者の先行・後行行動の時間推移を算出した．そして，セレ

クトショップ滞在 1 分間における先行・後行行動の数を各被験者の 3 分割した時間帯において算出し，

リーダー群，非リーダー群それぞれの平均値を算出した． 

 

(2)発話データ 

 発話データは，プロトコル分析に用いるため，録音されたデータを書き起こした．その際それぞれの

発話の時刻も記録した．書き起こした発話は，形態素解析ソフト”ttm（Tiny Text Miner）”[17]に入力し，

ファッション語を抽出した．ファッション語とは，事前に分類された 17 種類のカテゴリー（図 4参照）

に属するファッションに関する語を意味する．ttmでは，テキスト×語のクロス集計を解析結果として出

力することが出来るため，これを用いて，ファッションに関する発話かどうかを確認しながら抽出を行

った．これによって抽出されたファッション語を用いて，ファッション語同義語ファイル，およびファ

ッション語キーワードファイルを作成した．ファッション語キーワードファイルを解析に適用すること

により，抽出されたファッション語が形態素解析によって分割されるのを防いだ． 

これらファッション語同義語ファイル，及びキーワードファイルを ttm 解析に適用し，ファッション

語発話頻度の分析を行った．また，より具体的に店員‐被験者間における発話を分析するため， 17 種

類のカテゴリーに分類された，ファッション語それぞれにおいても同義語ファイルを作成し，分類され

たファッション語発話頻度の分析を行った． 

さらに，加速度データとの関係を検証するため，ファッション語も加速度データの分析と同様に，セ

レクトショップ滞在時間を 3 分割し，それぞれの時間帯におけるファッション語発話頻度を分析した．

最後に，発話における相づちは，受け身の姿勢を示す指標になると考えられ，先行・後行行動との関係

を観察することが出来ると考えられる．このため，被験者の発話における相づちをカウントすることに

よって，同調傾向との関係を分析した． 

 

4. 分析結果 

4.1 加速度分析の結果 

 リーダー群・非リーダー群の被験者それぞれの毎分の先行・後行行動平均値の時間推移を図 2に示す．

図 2（a）はリーダー群の毎分の先行・後行行動平均値の時間推移，図 2（b）は非リーダー群の毎分の

先行・後行行動平均値の時間推移を示す．図の縦軸は 0.4以上（p<.01）の相関係数の数を示し，横軸は

時間推移を示す． 

図 2において，リーダー群と非リーダー群のそれぞれについて主導権と時間帯を要因とする被験者内

2 要因分散分析を行ったところ，主導権と時間帯の交互作用は有意とならず，リーダー群において後行

行動の数が先行行動の数を上回ったことが確かめられた（主導権：F(1,4)=24.39, p<.01，時間帯：

F(2,8)=0.55, n.s.，交互作用：F(2,8)=2.01, n.s.）．時間帯について，前半・中盤・後半についての分析で

は有意差を見出すことはできなかったが，時間帯（前半・後半）を要因とする被験者内 1要因分散分析

を行ったところ，後半の先行行動が前半を上回ったことが確かめられた（F(1,8)=7.47, p<.05）．一方，

非リーダー群の場合は，前半から中盤にかけて先行行動は増えるが，後半にかけて減少する傾向が観察

された（主導権：F(1,4)=3.65, n.s.，時間帯：F(2,8)=0.43,  n.s.，交互作用：F(2,8)=1.24, n.s.）． 

 続いて，関心度と時間帯を要因とする被験者間 2要因分散分析を行ったところ，先行行動において有

意差は見いだされなかった（関心度：F(1,24)=1.33, n.s.，時間帯：F(2,24)=0.73, n.s.，交互作用：F(2,24)=0.91, 

n.s.）が，後行行動においては，リーダー群が非リーダー群を上回ったことが示された(関心度：

F(1,24)=5.15, p<.05，時間帯：F(2,24)=0.09, n.s.，交互作用：F(2,24)=0.83, n.s.)． 
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(a)リーダー群               (b)非リーダー群 

 

図 2：被験者の行動の時間推移 

 

4.2 発話分析の結果 

 分析によって抽出されたファッション語は，17種類のカテゴリーに属する 300語である．リーダー群，

非リーダー群のファッション語の毎分発話頻度の平均値によって比較した結果を図 3に示した．グラフ

の縦軸は毎分のファッション語発話頻度を示している．関心度と役割を要因とする被験者間 2要因分散

分析を行ったところ，主効果，交互作用共に有意となった（関心度：F(1,16)=5.83，p<.05，役割：

F(1,16)=17.73，p<.01，交互作用：F(1,16)=3.11，p<.10）．単純主効果の検定により，店員の発話頻度は，

リーダー群の被験者に対して多いこと，リーダー群の実験における発話頻度は，店員の方が被験者より

多いことが示された（被験者の関心度：F(1,16)=0.21，n.s.，店員の関心度：F(1,16)=8.73，p<.01，リー

ダー群の実験における役割：F(1,16)=17.84，p<.01，非リーダー群の実験における役割：F(1,16)=3.00，

n.s.）． 

より具体的にファッション語発話の分析を行うために，300のファッション語を 17種類に分類し，各

実験における店員／被験者の発話頻度平均値を，図 4に示した．グラフの縦軸は発話頻度を示し，横軸

は各カテゴリーを示している．また，リーダー群，非リーダー群をそれぞれ“L”，“N.L.”と略して

記述してある．関心度と役割を要因とした被験者間 2要因分散分析を行った結果を，カテゴリー名の下

に“関心度の F 値／役割の F 値”として示した． 分析結果より，店員は，身体のパーツ，生産地，生産

方法，店，及びその他を除くカテゴリーにおいて，被験者の発話を上回った．また，リーダー群は，ブ

ランド名，加工・デザイン，素材・生地，及び店のカテゴリーにおいて，非リーダー群の発話を上回っ

た． 

続いて，ファッション語発話頻度の時間推移を分析した結果を図 5に示した．分析に用いたのは，リ

ーダー群，非リーダー群のそれぞれの実験における店員と被験者のファッション語発話の平均値であり，

図 5（a）はリーダー群，図 5（b）は非リーダー群の分析結果である．グラフの縦軸は毎分の発話頻度，

横軸は時間推移を示している．時間推移と関心度を要因とする 2要因混合分散分析を実施した結果，有

意差は見いだされなかった（時間推移：F(2,3)=0.07, n.s.，関心度：F(1,3)=2.27, n.s.，交互作用：F(2,3)=1.67, 

n.s.）． 

 最後に，リーダー群，非リーダー群それぞれの被験者の発話において相づちが占める割合の平均値の

グラフを図 6に示した．縦軸は%である．関心度を要因とする被験者間 1 要因分散分析を行った結果，

非リーダー群の発話における相づちの割合がリーダー群を上回った（F(1,8)=8.72, p<.05）． 

 

  

0

2000

4000

6000

8000

前半 中盤 後半0
.4
以
上
(p
<
.0
1
)の
相
関
係
数
の
数

有意な相関係数の数平均/min(L)

0

2000

4000

6000

8000

前半 中盤 後半

0
.4
以
上
の
相
関
係
数
の
数

有意な相関係数の数平均/min(F)

0

2000

4000

6000

8000

前半 中盤 後半

有
意
に
高
い
相
関
係
数
の
数

有意な相関係数の数平均/min(F)

先行

後行

0

2000

4000

6000

8000

前半 中盤 後半

0
.4
以
上
の
相
関
係
数
の
数

有意な相関係数の数平均/min(F)

Ⅲ2-6



知識共創第 2 号 (2012)   

 

 
図 3：ファッション語発話平均頻度/min 

 

5. 考察 

 セレクトショップにおける実験によって得られた加速度データ，および発話データの分析結果につい
て考察を述べる． 

 

5.1速度分析結果の考察 

リーダー群では，被験者の後行行動が先行行動に比べて有意に多く，また非リーダー群の被験者の後

行行動よりも多かったこと，および実験前半から後半にかけて，被験者の先行行動が有意に増加したこ

とが，実験結果より示された．一方で非リーダー群では大きな変化は見いだされなかった．ゆえに，仮

説Ⅰ「店員‐顧客間の同調傾向において，顧客の先行行動は実験後半にかけて増加する．」は，リーダ

ー群において支持されたと考えることができる．つまり，実験の前半において店員は，リーダー群の被

験者に対して主導権を持って行動し，後半にかけて徐々に被験者に主導権を譲るような接客を行ってい

たと考えられる．また，リーダー群の後行行動が非リーダー群の後行行動を上回ったのは，リーダー群

の被験者が店員から多くの影響を受けていたからであると考えられる．そして特に多くの影響を受けて

いたのが実験前半であると考えられる． 

 

5.2 発話分析結果の考察 

実験結果より，リーダー群，非リーダー群いずれにおいてもファッション語発話頻度が実験前半から

後半にかけて有意に減少する様子を観察することが出来なかったため，仮説Ⅱ「店員‐顧客間のファッ

ションに関する発話は，実験後半にかけて減少する．」を支持することはできなかった．しかしながら，

ファッション語発話の時間推移の傾向のリーダー群と非リーダー群の差異，リーダーの被験者対して店

員はファッション語発話を多く行ったこと，及び非リーダーの被験者の相づちが多く観察されたことを

考慮すると，リーダー群は非リーダー群に比べて仮設Ⅱと一致する傾向にあったと考えられる．店員は，

リーダー群の被験者に対して，商品に対する理解を深めさせようと働きかけ，ブランド名，加工・デザ

イン，素材・生地，店に関する発話においては，リーダーの被験者はこれに反応している．一方で非リ

ーダーの被験者に対しては，発話による働きかけを行うが，相づちで返されることが多いために会話は

一方通行のような形で終わってしまっていると考えられる． 

 

6. 結論 

 本研究ではダイナミックな同調傾向の観察方法を提案すること，および同調傾向が重要な指標と考え

られるサービス・セールス場面での同調傾向の実態を明らかにすることを目的としていた．サービス・

セールス場面における同調傾向をダイナミックに時系列的に捉える方法として，実際の店舗における，

加速度センサと IC レコーダを用いた実験手法を提案した．加速度センサデータは時間遅れを考慮した

移動相関分析，IC レコーダによって得られた発話データにはファッションに関する発話に着目した ttm

解析を適用することにより，リーダーの被験者と非リーダーの被験者の店員との間に生じる同調傾向に

差異があることが確認された．これにより，加速度センサと IC レコーダを用いた観察方法の有用性が

示された．またサービス・セールス場面における同調傾向の実態として，行動だけでなく発話も重要な

要素であること，ファッションに対する興味の差が，セレクトショップにおける同調傾向を規定する社

会的要因であることが示された． 
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図 4：ファッションカテゴリー語の発話頻度 

 

 

   
(a)リーダー群              (b)非リーダー群 

 

図 5：ファッション語発話頻度時間推移/min 

 

 

 
図 6：相づち平均値 
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 以上の結果より，本研究はサービス・セールス場面における店員‐顧客間で生じる共創活動を捉える

手がかりを提供した．この共創活動によって，店員は顧客の要求を聞き出し，顧客は商品に対する理解

を深めることが出来ると考えられる． 

 本研究によって得られた結果には，セレクトショップの持つ特異性，つまり，店舗側のコンセプトに

従って選ばれた商品のラインナップ，店員の豊富な商品知識，及びそれを用いた接客方法が大きく影響

していると考えられる．ゆえに，他のサービス・セールス場面における同調傾向を観察し，その効果や

影響について検証していく必要があると考える．また，加速度センサと ICレコーダによる観察が，同 

調傾向を観察する有効な手段であることが確認されたが，発話に着目する以外に，二者が影響し合って

いる部分を特定できなかったため，今後は発話以外で二者が影響し合っている部分を特定する実験手法

が必要であると考えられる．今回行ったセレクトショップでの観察は，サービス・セールス場面におけ

る一つの議論でしかないため，より広範囲の議論をするために，今後は他のサービス・セールス場面に

おける同調傾向を観察し，その実態を検証していく必要と考える． 

 
注 
(1)店員に対するインタビューによるもの 
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社会的な｢学び｣としてのイノベーション
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【要約】本研究では，経営学のイノベーション研究の限界を乗り越えるための補完的な視座を提示した

い．それは，イノベーションの核となる人工物―新規性が高い製品やサービス―がいかに社会の中で取

り込まれ，使いこなされるようになっていくのか，という視座である．すなわち，企業やユーザなどの

｢対話｣を通じ，社会的な学びが進む過程として，イノベーションを捉える視座である．具体的には，

Weick (1979)の組織化のフレームワークを応用することで，イノベーションという現象の再定義を試み

たい．

【キーワード】ユーザの組織化, コミュニケーション, 公式組織, イナクトメント, 解釈多義性

1. はじめに
イノベーションを端的に表現してしまうと，それは「新しい」製品やサービス，それを支える技術や知識

が生み出されることである．「新しい」ものであれば何でもいいかというと，もちろんそうではない．役に

立つもの，意味のあるものでなければイノベーションとは呼ばないはずである．つまり，今までに見たり聞

いたりしたことがないという点では「新しい」ものなのだが，役に立つことがわかっているという点では「新

しくない」ものであるという，一見矛盾する特徴を併せ持つものこそイノベーションたり得るのだ．

「新しい」ものであるのに役に立つことがわかる．「誰にとって」「いつの時点で」ということを考えれ

ば，その意味を説き明かすことができる．イノベーションの成果は当然，それが発明されたり発見されたり

した段階では，作る側(企業)にとっても，使う側(顧客・ユーザ)にとっても「新しい」ものである．そしてそ

れが，まだ何の役に立つのか，何に使えるのかよくわからない．しかし，作る側は研究，開発，試作といっ

た活動の中で，次第に何かの役に立つということを学んでいくし，使う側も，作る側の発信する情報にもと

づいて同じように学んでいく．その結果，両者がともに「新しくて役に立つ」と思えば，イノベーションと

しては成功である．従来のイノベーション研究に欠けていたのは，まさにこの視点なのである．

誤解を恐れずに言えば，イノベーションに関する既存研究の大部分が「作る側」の視点に立って議論を展

開している．von Hippel (1988)などに代表される，イノベーションにまつわるユーザの活動に焦点を当てた研

究といえども，基本的には同じである．「作る側」の視点に立ってそのマネジメントをどうするかという立

論の仕方をするか，本来なら「使う側」であるユーザや顧客があたかも「作る側」であるかのように振る舞

うことの意味を問うているだけである．イノベーションと言うからには，「作る側」「使う側」いずれか一

方のみがその成否を決めるわけではない．イノベーションという現象が進展する過程の中で，両者がどのよ

うにしてそれを共に創り上げていくのかを俯瞰するようなアプローチの研究も必要であると考える．

「作る側」も「使う側」も等しくイノベーションの過程を担う行為主体である．こうした視点から社会現

象を記述するときには，近代組織論の概念や組織化の理論が役に立つ．本研究ではとくに，Weick (1979)の組

織化の考え方，「超企業・組織」のアイディア(高橋, 2000)，近代組織論の公式組織の概念(Barnard, 1968)など

を手がかりにして，イノベーションが社会に受容されて価値を見出され，普及していく過程を考察する．そ

して，イノベーションという現象について議論を深化させ，社会的な学びの過程として，イノベーションと

いう現象を再定義したい．

「作る側」「使う側」のイノベーションに対する行為は，両者がいずれの立場であるかにとらわれずに，

製品やサービスを媒介してコミュニケーションを行うプロセスとして描き出される．このプロセスが進行す

る中で，イノベーションの成果が「役に立つ」ものであるという認識が共有されれば，それを共通目的とし

て公式組織が成立する．イノベーションとはまさに，高橋(2000)の言う「超企業・組織」が組織化されていく

現象だったのである．イノベーションの定義の一つとして，「製品やサービスを媒介した組織化」を提起し

たい．この定義を踏まえれば，イノベーションの研究と実務に対して，これまでとは異なるアプローチを示

すことができると考える．
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2. 既存研究の概観

2.1 イノベーション研究の概観
経営学において，イノベーションという現象をどのように捉え，定義してきたのか．残念ながら，イノベ

ーション研究は膨大な数に上り，イノベーションの定義も多岐にわたっているため，本研究では個々の研究・

定義を詳細に検討することはできない．その代わりに，軽部・武石・青島(2007)による優れたサーベイ研究を

手がかりにして，イノベーション研究の主要なアプローチを整理する．その上で，既存研究に共通する弱点

だと我々が考えるものを指摘してみる．

軽部・武石・青島(2007)によるとイノベーション研究には，分析レベルとイノベーションのフェーズとに

よって 9 つの研究領域が設定可能である．非常に多くの研究を網羅した上で，軽部・武石・青島(2007)では，

多くの研究が特定の研究領域に当てはまると述べつつ，未開拓の領域も多いと述べている．本研究は軽部・

武石・青島(2007)が指摘する未開拓の領域に位置づけられると考えられる．

しかしながら，本研究が目指すのは，このような固定した視座を脱して，新しい視座を獲得することであ

る．われわれが獲得したい視座では，企業・産業，企業内集団，個人，といった分析レベルに必ずしも囚わ

れない．むしろ，企業などの社会的主体の境界を越えて広がる組織を視野に入れ，社会的な学びとして，イ

ノベーションという現象を描きたい．それによって，イノベーションという現象を「再定義」することがで

きると考えるからである．

イノベーションという現象については，シュンペーター(1934)が「新結合」として定義し，経済社会での

重要性を指摘して以来，様々な研究がなされ，定義が提唱されてきた．近年では，「社会的な合意形成 (沼
上, 1999)」，「経済成果をもたらす変革 (一橋大学イノベーション研究センター編, 2001)」，「資源動員の

正当化プロセス (軽部・武石・青島, 2007)」，「システム再定義 (青島・楠木, 2008)」などである．

だが，これらの定義が暗黙裡に有している固定した視座がある．それは，イノベーションという社会現象

を，それを引き起こす主体(発信者)の立場から理解している点である．換言すれば，企業などの社会的主体が，

いかにすればイノベーションを生起させることができるのか，という問題意識から離れていない．これは，

その淵源に，シュンペーター(1934)が産業社会及び企業が担うべき活動としてイノベーションを見出し，研究

を創始したことに由来すると考えられる．

だが，一橋大学イノベーション研究センター(2001)で述べられているように，イノベーションという現象

は，それを生起させるだけでは十分ではない．より正確に言えば，イノベーションという現象の核となる，

新規性が高い製品やサービスなどの人工物(情報(1))が創造されるだけではなく，それが社会の多くの人によっ

て，「なんらかの形で」受け入れられることもまた，同等に重要だろう．そうであるとすれば，イノベーシ

ョンを「しかける」企業などの社会的主体からの視点に固定して，それを記述し，分析をしていては，限界

があるのではないだろうか．

そこで，本研究ではこの限界を乗り越えるための，補完的な視座を提示したい．そうした視座が提供する

のは，イノベーションの核となる情報を，ユーザがいかに受け止め，認識し，自らの社会生活に取り込んで

使いこなしていくのか，という学びのプロセスへの焦点化である(2)．そのプロセスに焦点を当てて理解をす

るためには，既存研究とは異なる枠組みが必要である．そして，それは企業などとユーザの「対話」を通じ

て，イノベーションを共に創り出していく過程を描き出す「もう一つの」視座である．

2.2 ユーザ・イノベーションの諸研究
このように，経済社会の中の個人―ユーザ―の動向に着目すると，もう一つのイノベーション研究の系譜

にも注意を払わなければならない．それは，von Hippel (1988)以来のユーザ・イノベーションの研究の系譜で

ある．これは，イノベーションの担い手として，企業よりもユーザ(個人)を強調する点で，独自の知見を提示

していると考えられる．

ユーザが開発などの活動に関与し，貢献することの重要性は，von Hippel (1988)の先駆的な研究以来，指摘

され続けている．近年では，Iansiti and MacCormack (1997)，Shah (2000)，Lüthje (2004)，Jeppesen (2005)，von
Hippel (2005)，Jeppesen and Frederiksen (2006)などが，ユーザ参加型の(開発)活動の研究を精力的に蓄積してい

る．

しかしながら，これまでのユーザ・イノベーションの研究は企業側からの「マネジメント」の視点か，ユ

ーザ側の「(自発的)行動」を理解するか，両者のいずれかに偏る傾向があるように見受けられる．たとえば，

小川・藤川・堀口(2011)は，企業という主体(場所)において行われる交換価値の向上と，顧客という主体(場所)
において行われる使用価値の向上とを対比させている．もちろん，小川・藤川・堀口(2011)を含むユーザ・イ

ノベーションの研究を読み込めば，必ずしも企業という社会的主体とユーザの役割が明確に分かたれる訳で
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はなく，両者が渾然一体となってイノベーションを成し遂げていることが理解できる．それでも，「ユーザ

による」イノベーションであることを強調するために，企業とユーザの役割の違いを強調し，企業とユーザ

間の共創のプロセス，社会全体を巻き込むイノベーションという現象の全体像を描くことへの焦点化は，や

や弱いように見受けられる．

同時に，一小路(2010)がサーベイを通じて明らかにしているように，2000 年代の研究はユーザの行動に関

して実証的，定量的に明らかにしてきた．だが，「ユーザーコュニティ精緻化」，すなわち，ユーザという

ヒトとその集団の挙動を理論に基づいて解釈する点では，十分とはいえない．

したがって，本研究では，ユーザ・イノベーションの研究蓄積も補うことを目指したい．それは，企業と

ユーザが相互作用を織りなしながら，イノベーションを共に創りあげていく姿を素描することである．

2.3 本研究の位置づけ
以上のように既存研究は，イノベーションを「作る側」の視点に立って理解するという暗黙の前提，固定

した視座を有していると言えよう．また，企業などの社会的主体の活動と，ユーザの動向を別個に捉える傾

向もあった．本研究はこれらの点に鑑み，2 つの具体的な目標を掲げたい．

一つは，イノベーションの核となる新規性の高い情報―新製品や新サービス―を提示されたときのユーザ

(「使う側」)の反応，行動，思いなどを描き出すことである．もう一つは，企業かユーザかいずれか一方のみ
．．．．．．．．

ではなく，企業とユーザの相互作用
．．．．

，両者が
．．．

共創する
．．．．

プロセス
．．．．

として，イノベーションが受容され，場合に

よっては変化し，社会に定着する過程を描き出すことである．この 2 つを目指すことによって，企業中心の

イノベーション研究と，ユーザ・イノベーション研究の知見を綜合できるであろう．それは，企業などの社

会的主体とユーザの間で情報が行き交い，切れ目無くやり取りが繰り返されるプロセスとして，イノベーシ

ョンという現象を捉える視座の提示である(3)．

むろん過度な抽象論に陥らないために，適宜，事例などを参照しながら，リアリティをもって，新しい視

座について論を進めたいと考える．その際，本研究が依拠するのは，IT 企業が提供したサービスの成功事例

である．IT 企業のサービスは，ユーザとのコミュニケーションが変わったことの影響を，現時点でもっとも

強く受けており，本研究が目指す視座を考える際に示唆に富む．より具体的に述べれば，ユーザが新規性の

高い情報に対して取る行動の推察することが比較的容易であり，企業とユーザが相互作用を及ぼしながらイ

ノベーションを実現していく現象が観察し易い事例が，IT 企業のサービスである．

同時に，事例解釈に留まらない，適度な抽象化を行うために，本研究では組織論の研究成果を取り入れる．

具体的には，Barnard (1968)が提示した公式組織と非公式組織の間の遷移に関する知見と，Weick (1979)が提示

した組織化の概念が援用される．IT 企業による新しいサービス―新規性の高い情報―の提供に対するユーザ

の行動を，組織論の知見を用いて読み解くことで，既存研究を補完し，新しい視座を提供できるであろう．

とりわけ，ユーザが組織｢化｣されていく過程と，それを含めた社会的な学びとしてのイノベーション像が提

示できると考えられる．

3. Web サービスにおけるイノベーションの事例と解釈(5)

3.1 新しいサービスに対するユーザの反応
イノベーションの始まりとは，程度の差こそあれ，なんらかの新しい情報―製品やサービスなど―がユー

ザに提供される現象である．そもそも，そうした新しい情報が眼前に現れたとき，われわれはどのように反

応するのであろうか．

いろいろな反応がありうるだろう．ひとつには，それが何であり，自分にとってどのような役に立つのか，

どのような便益を提供するのかを，既に存在している情報と関連づけて理解しようとするだろう．たとえば，

自動車を「馬無し馬車」と表現することは，まさにこうした反応である．あるいは，その情報について詳し

いユーザに尋ねることをするかもしれない．Apple 社が Macintosh(Mac)を発売した後に，「エバンジェリスト」

と呼ばれる人々が周囲のユーザに Mac の素晴らしさを伝え，あるいは関心を持った人が Mac について彼らに

尋ねることを経て，Mac を使い始めた事象は，まさにこのような場合である．本研究が念頭に置く，IT 技術

によってコミュニケーションのあり方が大きく変わった現在では，インターネット上のBlogなどで友人知人，

場合によっては見知らぬ人から，情報を得ることもある．あるいは，分からないながらも入手や利用登録を

し，利用しながら学んでいくかもしれない．mixi や Facebook などの SNS (Social Network Service)，twitter な
どのミニブログなどがその例として上げられるだろう．

このようにいくつかの反応の仕方があろう．ただし，共通して重要なのは，(1)イノベーションは未知な情

報としてユーザの前に立ち現れること，(2)ユーザは未知の情報に対応するために何らかの行為を求められる
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こと，(3)未知の情報に対応する際に必ずしも個人として対応するのではなく，他者との関係の中で対応をし

ようとする可能性があること，である．

上記の 3 つの点を，踏まえながら，イノベーションにあたる事象がユーザに受け入れられる過程を考えて

みたい．ここでは，Weick (1979)が提示した組織化についての概念枠組みを用い，Web サービス事例を参照し

ながら，考察してゆく．

組織化プロセスにおける出発点は，Web サービスという情報が生み出される(開発)プロジェクトのスター

ト，もしくはサービスの提供開始である．つまり，新しい Web サービスに関わる，もしくは関わることにな

る可能性がある人々にとって，まったく新規なものが出現した瞬間である．この瞬間は，Weick (1979)の言葉

を用いれば，「生態学的変化 (ecological change)」が発生したことになる．

生態学的変化はユーザに対して，イナクトしうる環境(enactable environment)，または意味形成(sense-making)
の素材を提供する．つまり，それまでの日常生活を単純には当てはめることができない何か，理解すること

ができない何か，「何だかよく分からない(未知の，新しい)」ものが生じる状況にならしめる．この理解する

ことができない何かに対して，それを分節化し，囲い込んでいくイナクトメント(enactment)の過程が生じる．

同時に，このことは既に慣れ親しんだ(既にイナクトされた)環境の中に，まだイナクトされていない部分が生

じたことに「気づく」ことと同義である．具体的には，その Web サービスが，これまでに目にし，触れ，利

用したサービスとは「まだよくわからないけれども，何か異なる」ことに気づく．

イナクトメントに引き続いて生じるのが，淘汰(selection)の過程である．これは，イナクトメントの段階で

分節化され，囲い込まれた「何か」に対して，限定された解釈があてがわれる段階である．この「何か」は

未知の，新しいものであるため，当然のことながら解釈多義性を持つことになる(6)．未知の，新しいものに

解釈を当てはめるということは，特定の解釈(7)を排除することも意味する．ユーザが既に有していた解釈の

中で，「役に立たない」解釈が排除され，その「何か」を自分の経験の中に位置づけるために「役立つ」解

釈が残される．そして，この「役立つ」解釈が，将来の同じように見える現象に適用可能であると判断され

れば，保持(retention)されることになる．当初は「なにか違う」という気づきをもたらした Web サービスを再

びユーザ自身が目にし，触れ，利用する局面に立ったときに，それが自分にとってどのような存在であるの

か，どのように利用できるかに関する見通しが，それまでの経験との連続性の中で獲得され，維持されるの

である．

こうした一連の過程を経て保持された解釈の内容は，因果マップ(「解釈・因果マップ」)としての側面も

有している．この因果マップは，後の淘汰にあたって，組織メンバーである顕在的，潜在的ユーザの記憶の

中から検索され，解釈多義性を持つ新しい Web サービスに当てはめられる．その結果として，目の前の Web
サービスでなにが生じているのかについての妥当な解釈が得られて，解釈多義性が削減される場合がある．

だが，解釈多義性の削減に失敗して，より一層の混乱が個々のユーザ(組織メンバー)の中で生じる事もある．

以上のような「イナクトメント→淘汰→保持」の過程を繰り返すことによって，ユーザの多くは新しい

Web サービスという生態学的変化に対して，妥当な因果マップを獲得し，共有していくことになる(8)．その

結果，Web サービスが「いったい何であるのか」「どう役立つのか」「何に使えるのか」に関する学びが進

み，社会的な合意が形成されていく．逆の見方をすれば，こうした一連の過程を経て，Web サービスについ

ての妥当な解釈を獲得し，ユーザ間のみならず Web サービスを提供する企業などの社会的主体(運営主体)と
も因果マップを共有することができたユーザ，合意を形成することができたユーザが，組織化され，Web サ

ービスの組織メンバーとして残る．その一方で，その他のユーザや，運営主体と因果マップを共有すること

ができなかったユーザは，組織化されず，Web サービスの組織から退出することになる．これが Weick (1979)
の考える組織化の過程を援用したときに見えてくる，イノベーションに対するユーザの反応である．

3.2 解釈多義性が高い Web サービスの提供事例―インターネット・オークション―
こうした視点から事例を見直してみると，組織化の過程において一つの重要な概念があることに気付かさ

れる．それが情報の「解釈多義性」の高低である．これは，ユーザが，新しい Web サービスという情報，す

なわち生態学的変化を目の当たりにしたときに，それがどれくらいユーザにとって異なる解釈を許すか，と

いう概念である．

たとえば，インターネット・オークションの事例では，アメリカの影響を受けてスタートしたが，アメリ

カでは一般的なガレージ・セールの慣習がない日本で展開された．そのため，インターネットでの交渉，や

り取りを通じて物品の交換，売買を行うということに関して，ユーザは「何か」新しいというイナクトメン

トはできたものの，それに妥当な解釈を当てはめることに苦労したことが推察される．

これは，インターネット・オークションという Web サービスは，比較的解釈多義性が高かった―解釈多義

性の高いディスプレイであった―ということに他ならない(9)．したがって，妥当な解釈を得られそうな因果
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マップも少なかったであろう(10)．そのため，インターネット・オークションという場での振る舞いを規定す

る，明示的もしくは暗黙的なルールのようなものが，インターネット・オークションのユーザにはなかなか

見えてこなかったはずである．それゆえ，組織化の過程ではインターネット・オークションを利用しようと

する潜在的ユーザ(イナクトメントの参加者)が，既に保持している因果マップを全面的に疑うことになり，

Weick (1979)が言うところの「逸脱―増幅システム」が出現することになる．もし逸脱―増幅システムのまま

に留まったならば，インターネット・オークションはユーザの組織化に成功せず，ユーザはその有効な利用

法を見出すことができないまま終わり，Web サービスとして存続することは難しかっただろう．

だが，ある時点から保持された内容に一定の信頼を置くことが可能となり，「逸脱―減衰システム」(Weick,
1979)が出現した．インターネット・オークションの事例では，サービス開始当初はユーザ数が少なく，出品

数も非常に少なかった．しかし，競合サービスが立ち上がったことなどにより，ある時点から急速な成長が

実現した．事例から判断すると，1999 年中のある時期に，逸脱―増幅システムよりも，逸脱―減衰システム

が優勢となり，組織化が行われて公式組織(11)が成立したのである．

それでも，インターネット・オークションでは，日本にユーザ間で物品を売買，交換する慣習が少なかっ

たことなどの影響が，その後も残った．インターネット・オークションは，日本人にとって解釈多義性が高

い Web サービスであったために，ユーザからの多様な解釈を許すことになってしまったのである．これは，

ユーザから見れば「いかようにもイナクトしうる」素材を提供したということであり，その結果として，淘

汰と保持の結果も一定の範囲に収まりにくい，拡散しやすいプロセス(逸脱―増幅システム)が度々優勢になる

時期，局面が生じた．

より具体的には，インターネット・オークションという Web サービスに対して「何に使えるのか」「なに

を交換，売買するのか」「どのような物品のやり取りが許されるのか，許されないのか」といった事柄につ

いて，共通の理解が成り立ちにくい状況が続いた．そのために，サービス開始から比較的長い時間を経ても，

違法出品や詐欺行為を防止するため取り組みが必要とされる状況が続くことになった．つまり，いったんは

イナクトメントが落ち着き，組織化が行われたように見えても，ふたたび新たなイナクトメントをするユー

ザが現れては，インターネット・オークションという場が荒れるという局面が繰り返された．このことは，

共通目的が必ずしも大多数のユーザに共有されず，非公式組織(12)の状態がたびたび，あるいは部分的に生じ

ているということを意味する．まさに Barnard (1968)が言うように，公式組織をベースにして非公式組織が生

まれたり，その逆に非公式組織をベースにして公式組織が生まれたりするという状況が，インターネット・

オークションでは現出した．

このように，Weick (1979)の考える組織化プロセス，Barnard (1968)の公式組織の概念をインターネット・

オークションの事例に適用してみると，そこでは組織化もしくは公式組織の成立が，創発的に行われたと考

えられる．こうしたアイディアは＜図 1＞のように表現することができる．

＜図 1＞創発的な解釈多義性削減のイメージ

インターネット・オークションという場は，解釈多義性が高かった―解釈多義性の削減可能性が低かった

―ため，当初は潜在的なユーザを含む組織メンバーに多様な解釈を許すことになり，その利用法や利用の目

的，その場で何をなすべきかについての振る舞いのルールが不明確であった．図 2 の左側の状態はこうした

状況をイメージし，ユーザの発言や行動を表す矢印が，バラバラの方向を向いてしまっていることでそのこ

とを表している．サービス開始当初は，ユーザ間のみならずインターネット・オークションのプロジェクト

チームとのあいだでも，因果マップがなかなか共有されず，公式組織の成立条件の一つである共通目的も満

たされなかった．その意味において，組織化の方向性がわかりにくい，どのような場にしていくべきかの見

通しが立たない状態であった，といえる．

その後，組織メンバーはインターネット・オークションに媒介されたコミュニケーションを積み重ねるこ

とで，次第に解釈多義性を削減し，なかでも善良なユーザとサービスの運営主体は共通目的を持つようにな

る．インターネット・オークション・ユーザの中の一部と，サービス運営主体とのあいだで公式組織が成立

共通目的，貢献意欲
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し，＜図 1＞の右側の状態になるのである．

ただし，全てのユーザがサービスの運営主体と共通目的を持つとは限らない．一方では，少数の悪質なユ

ーザがシステム面のバージョンアップに匹敵する負荷を，インターネット・オークションの運営・保守チー

ムに課していた．＜図 1＞の右側では，時間を経ても共通目的を受け入れない少数の悪質なユーザが，その

目的に沿わない発言や行動を繰り返していることを表現している．その理由は，インターネット・オークシ

ョンの運営・保守チームと善良なユーザが創り上げた公式組織で共有されていた，振る舞いのルール―「因

果マップ」―が，善良なユーザには「遵守」されていたが，悪質なユーザに「悪用」された結果であると推

察される．

3.3 解釈多義性を低めた Web サービスの提供事例―知識検索サービス―
しかしながら，インターネット・オークションの事例のように，解釈多義性が高い―解釈多義性の削減可

能性が低い―状態からのみ，組織化が行われるわけではない．つぎに，知識検索サービスの事例を踏まえな

がら，より解釈多義性が低い―解釈多義性の削減可能性が高い―場合の組織化について見ていこう．

知識検索サービスは，事例研究の対象となった企業が後発者であったこと，2 ちゃんねるなどの類似のサ

ービスが存在したこと，インターネット・オークションをはじめとする Web サービスなどで既にイナクトさ

れた環境があったことが，素材の解釈多義性をある程度までは削減していた．同時に，知識検索サービスを

提供するプロジェクトチームに，さらには知識検索サービスという組織への顕在的，潜在的参加者(ユーザ)
に既に保持していた因果マップが，生態学的変化の提供する素材の解釈に役立った．そのために，因果ルー

プにおける，逸脱―増幅システムと，逸脱―減衰システムのバランスがうまくとれていたと推察される．

生態学的変化にあたる素材が高い解釈多義性を持つ場合，いかようにもイナクトすることができるし，淘

汰・保持のプロセスも拡散しがちになると考えられる．そうした場合には，前項で述べたように，容易には

公式組織が成立することはなく，非公式組織と公式組織とが生まれては消え，互いに行ったり来たりするよ

うな現象が，比較的長期にわたって観察される．反対に，生態学的変化の提供する素材の解釈多義性が低い

場合は，「イナクトメント→淘汰→保持」の過程は容易に収束しやすく，組織は安定性を持つと考えられる．

したがって，比較的早い段階で公式組織が成立するだろう．

このように理解されるのであれば，解釈多義性の高低(解釈多義性の削減可能性の低高)が，インターネッ

ト・オークションと，知識検索サービスの組織化プロセスの違いを生じさせたと言える．つまり，「新しい」

Web サービスであっても，それ以前の社会的コンテクストもしくは共有された因果マップ，存在していた類

似の Web サービスの有無，運営主体側のマネジメントなどの影響を受けて，組織化のプロセスと，その結果

としての普及過程は異なる可能性がある．

ただし，解釈多義性の高低は所与ではなく，解釈多義性の「削減可能性」が，過去の経験により規定され

ていると考える方が妥当だろう(13)．インターネット・オークションによって生じた素材は，削減可能性が低

かったために，多様な解釈が可能であったし，より多くの人に解釈の余地が開かれていた．他方，知識検索

サービスによって生じた素材は，削減可能性が高かったために，運営主体の当初の意図に沿った解釈がなさ

れることが多く，したがって突飛な解釈をしがちな人はあらかじめ排除されていたと考えられる．それは，

イナクトメントおよびそれに続く淘汰・保持プロセスに参加しなかったユーザが早い段階で組織化に加わら

なかったことを意味する．こうしたアイディアを図示すると，＜図 2＞のようになる．

＜図 2＞意図的な解釈多義性削減のイメージ

＜図 2＞では，左側の初期状態において，運営主体が明確な意図を持ち，組織化の核となっていることが

示されている．この初期状態では，その意図に沿った解釈を取らないユーザも存在している．だが，組織化

が進行することによって，運営主体の意図に沿った解釈を行うユーザのみが残り，運営主体の意図が，ユー

ザを含めた組織の共通目的，貢献意欲に転化している．この組織化が進行した後の状態が，右側で示されて

いる．

運営主体のメッセージ 共通目的，貢献意欲
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4. 社会的な「学び」としてのイノベーション
4.1 組織化プロセスと解釈多義性―創発型と事前計画型―

Weick (1979)の組織化のプロセスは，インターネット・オークション，知識検索サービスいずれの事例でも

進行し，その結果，それぞれのサービスが「いったい何であるのか」という合意が形成されたと考えられる．

まさに，何のためのものか，何の役に立つのか，どう使えるのかといったことに関して一定の解釈が得られ，

それが有効な因果マップとして保持されていったとみなせる．ここにおいて，Weick (1979)の考える組織化の

プロセスにそって，インターネット・オークションと知識検索サービスの違いを，あらためて指摘するなら

ば，生態学的変化としての Web サービス開始のインパクトの大きさが挙げられる．より正確に言えば，Web
サービスが提供した素材の解釈多義性の高さ(解釈多義性の削減可能性の低さ)が重要なのである．

ふたたび述べれば，インターネット・オークションの場合には，事例の企業はかなり早い段階で参入して

おり，環境からイナクトされた部分の解釈多義性は比較的高かった．また先行する類似の Web サービスも少

なかったことから，淘汰をする際に当てはめて妥当な解釈を得られるような因果マップもほとんど蓄積され

ていなかった(14)．そのため，インターネット・オークションの組織に含まれる因果ループについて，潜在的

ユーザが保持していた内容を全面的に疑うことになり，逸脱―増幅システムが出現することになる(Weick,
1979 邦訳 pp.283-284)．もちろん，逸脱―増幅システムが優勢であれば，いずれ組織は瓦解してしまう．した

がって，ある時点で保持された内容に一定の信頼を置くことが可能となり，逸脱―減衰システムも出現して，

Barnard (1968)のいう公式組織の成立条件，とくに③共通目的が満たされることで，分裂的ではあるものの，

公式組織は破綻しなかったと考えられる．

他方，知識検索サービスの場合には，事例の企業は後発であったために環境からイナクトされた部分の解

釈多義性は比較的低かった．さらに，類似の Web サービスが存在したことにより，淘汰をする際に当てはめ

て妥当な解釈を得られる因果マップもかなり蓄積されていた．そのため，知識検索サービスの場合には，潜

在的ユーザが保持された内容を疑うことが少なく，逸脱―減衰システムが出現し，Barnard (1968)のいう公式

組織の成立条件が満たされて，分裂することが殆どない，比較的安定的な公式組織が成立したと考えられる．

ここで，あらためて強調したいのは，素材の解釈多義性の高さ(解釈多義性の削減可能性の低さ)は，必ず

しも所与ではないということである．たしかに，Web サービスが先行なのか後発なのか，類似する Web サー

ビスが存在するのか，ユーザがどれほどの因果マップを有しているのか，といった運営主体が管理し得ない

状況も，Web サービスに対するユーザの振るまい，組織化の過程を左右する．だが同時に，運営主体側の働

きかけによっても，解釈多義性の高低は変わりうる．つまり，イノベーションの中心となる情報に備わる解

釈多義性の高低は，マネジメントが可能だと考えられる．

再び事例を参照すると，インターネット・オークションの場合には，Web サービス開始の時点で運営主体

ですらその成功の可能性を信じることができず，それがどのような形でユーザに使用され，社会にどのよう

な影響を及ぼすかを認識していなかった．これらの事柄が，運営主体にとって，そして Web サービスを利用

するユーザにとってある程度明確に認識されるようになったのは，Web サービス開始後であった．その意味

において，インターネット・オークションの場合には，創発的に(emergent)，あるいは事後的に組織化のプロ

セスが進行したといえる．

他方，知識検索サービスの場合には，運営主体―とりわけそのプロジェクトチームのリーダー―が Web サ

ービス開始前に明確なビジョンを有して Web サービスを開発し，サービスインしていた．さらに，その後の

保守・運営にあたっても，継続的に「知識検索サービスとは何か」を発信し続けていた．そのため，少なく

とも知識検索サービスを利用し続けたユーザは，Web サービスの利用の仕方，社会的影響などについて，比

較的早く認識でき，因果マップを共有できるようになった．この意味において，知識検索サービスの場合に

は，意図的に(intentional)，あるいは事前計画型で組織化のプロセスが進行したと考えられる．

したがって，イノベーションを普及させるためには，その時の社会的状況―類似の情報(製品やサービス)
の存在，ユーザ側が保持する因果マップ，社会的影響など―だけが影響を及ぼす訳ではない．イノベーショ

ンの核となる情報の解釈多義性を，企業などの情報の提供者となる社会的主体が適切にマネジメントするこ

とも必要なのである．そうしたマネジメントの結果として，創発的な組織化のプロセスが実現することも，

意図的な組織化のプロセスが実現することもあり得ると考えられる．

4.2 解釈多義性を見据えたマネジメントの必要性
前項の議論を踏まえれば，新しい Web サービスが成功し，安定的な運用に移行するためには，ユーザの側

で行われるイナクトメント，淘汰，保持という組織化の過程を誘導し，公式組織を成立させることが重要で

あるといえるだろう．運営主体の「開発」活動も重要ではあるが，それが実際にユーザに提供された後の，
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ユーザ側の振る舞い―イナクトメント，淘汰，保持―もまた，運営主体側が視野に収め，誘導し，コントロ

ールする必要があると考えられる．

Web サービス開始の段階で解釈多義性が高い情報を提供した場合，サービスの使い方を生み出して「しま

う」ユーザをコントロールする難しさが生じる(15)．インターネット・オークションの事例が，まさにこの困

難さに直面した．ただし，事後的ではあったものの，運営主体が様々な施策を立案し，実施したことによっ

て，Weick (1979)がいうところの逸脱―増幅システムを抑制し，現在に至るまでユーザを組織化し，一定の範

囲で公式組織を維持してきた．だからこそ，インターネット・オークションという Web サービスが日本でも

根付いたのであろう．他方，知識検索サービスの事例では，事前に，意図的にユーザの振る舞いを読み込む

ことによって，Web サービス開始の段階で解釈多義性が低い情報を提供することができた．それによって，

ユーザの行動をコントロールすることが比較的容易になり，運営主体が逸脱―増幅システムを抑制し，公式

組織を成立させやすくなったといえる．

このように考えれば，新しい Web サービスが成功を収めるためには，サービス提供開始後の保守・運用の

重要性が，極めて高いといえる．企業が継続的に提供するサービスであるからこそ，一時的な成功を獲得す

るだけではなく，その成功を継続させる施策が必要とされるのである．実際，魅力的なコンセプトや華々し

いサービス開始によって，一時的な成功を収めながらも，それを継続させられなかった Web サービスを数え

上げれば，きりがないほどである．成功を「生み出す」施策と，成功を「継続させる」施策を切れ目なく打

ち出し続け，ユーザを公式組織のメンバーに取り込んでいくことが，Web サービスの本当の成功のためには，

必要なのである．

さらにいえば，Web サービスを含む新しい情報を社会に根付かせるためには，ユーザ側の行動を折り込み，

ユーザの行動に反応し続けるマネジメントが必要であるとも言える．結果的に，ユーザが組織化されること

も重要であるが，ユーザの組織「化」がいかになされるかも，製品やサービスの普及，そしてイノベーショ

ンの実現に影響を与えると考えられる．より詳しく言えば，提供する情報―製品やサービス―の解釈多義性

の高低を予め推し測っておくことにより，情報提供後にユーザを組織化するために必要なマネジメント，そ

のために必要な経営資源の配分は異なりうる．逆に言えば，情報を提供した後のマネジメント，ユーザを含

めた組織メンバーのフォローアップをも視野に入れて，情報の解釈多義性をどの程度にするかを折り込んで

おくことが求められる(16)．この意味において，イノベーションは，「ユーザと共に創りあげ」，社会的な「学

び」が行われていくものである．ユーザを含めた社会全体の中で情報が行き交い，コミュニケーションが織

りなされる過程こそ，イノベーションの実現過程なのである．

翻って，従来の新製品やサービスの開発，イノベーション・マネジメントの議論では，イノベーションの

普及の理論は存在するものの，明示的にユーザ行動を組織論の枠組みで解釈し，それを踏まえた企業側の施

策を論じた議論は，やや手薄だったように思われる．だが，本研究が示すように，Web サービスなどがユー

ザと共に開発され，経済社会に定着する「過程」を射程に収めるためには，企業側の活動だけに焦点を当て

ていては，不十分であると考えられる．新しい情報―製品やサービス―に対して，ユーザがどのような「イ

ナクトメント→淘汰→保持」を行い，組織メンバーになって，安定的な公式組織が形成，維持されるのか，

という分析視角を持つことで，イノベーション・マネジメントを補完できる可能性は高いと考えられる．企

業がその境界を超えて，ユーザをも組織メンバーに含む公式組織を形成することによってこそ，新しい製品

やサービス，そしてイノベーションは，真の意味で経済社会に定着し，それを変えていくものになると考え

られるからである．

5. 終わりに
以上，本研究では，イノベーションという現象について，組織論の知見を応用した視座を提供することを

目指してきた．IT 企業が提供する Web サービスの成功事例を参照しながら，Weick (1979)と Barnard (1968)
の知見を用いて，製品やサービスなどの情報が提供された「後」までも視野に入れて，イノベーションとい

う現象を定義し，考察し，マネジメントしていくことの必要性を主張してきた．その結果，イノベーション

という現象に，これまでとは異なる角度から光を当て，実務的なインプリケーション―製品発売，サービス

イン後のユーザ・マネジメントの重要性―を引きだせたように思われる．

IT 技術の進歩と普及によって，コミュニケーションが大きく変わり，今後も変わり続けることは，動かし

がたい事実である．であるとすれば，コミュニケーションによって結びつけられるヒトとヒト，ヒトと企業

などの社会的主体との関係，すなわち組織(化)もまた変わるはずである．このコミュニケーションと組織，組

織化の変容は，経済社会の中の一部分に典型的にみられるが，現在の経済社会全体を覆い尽くしているとは

言い難いかもしれない．だが，だからこそ，現在において将来を見据え，イノベーション論を，現実に先立

って進化させ，過去の事実及び研究との接合を図りながら，創造的に破壊することが必要ではないかと考え
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る．IT 産業で生じている変化を，それ特有の現象であると見做して，閉じ込めるのではなく，他山の石とし

て，他産業にも積極的に応用し，実務に対する提言を行っていくべきではないだろうか．

しかしながら，このような見通しが妥当だとしても，本研究には積み残された課題が非常に多くある．そ

の意味において，本研究は試論であり，今後の実証的研究，理論的精緻化が求められるだろう．

注
(1) 以降，本研究では一貫して，製品やサービスの本質が「情報」にあると見る Clark and Fujimoto (1991)の視点を貫いて

論を進める．近年のマーケティング論では，小川・藤川・堀口(2011)，藤川(2011)などがサービス・ドミナント・ロジッ

ク(S-D ロジック)を提唱している．そこで示されているのは，製品やサービスがその物理的な実体に関わらず，提供する

便益(サービス)によって把握可能であり，そうした統一した把握によって製品やサービスを分析することが必要であると

いう主張である．本研究では，Clark and Fujimoto(1991)の視点と，小川・藤川・堀口(2011)および藤川(2011)の主張は同じ

であると見做し，「情報」という用語を用いて，製品やサービスの本質を示すこととする．

(2) マーケティング論の立場からは，石井(2009)が製品やサービスなどは，「ユーザ(消費者)が抱える問題への解決策を与

えるもの」という見方を提示している．

(3) 本研究が提供する視座は，｢技術の社会的構成｣の研究に包含されるものとも考えられる．ただし，後述するように組

織論の知見を援用してミクロなレベル(個人)から考察する点において，独自な知見が得られると考えている．なお，技術

の社会的構成については，綾部(2006)，加藤(2011)などを参照されたい．また，Clark and Fujimoto (1991)でも，企業とユ

ーザ(消費者)の間で情報が循環するモデルが提示されているが，その実証研究の範囲は企業の中での情報創造，情報処理

に留まっている．この点においても，企業とユーザの間の情報の循環を視野に入れた本研究が要請されると考えられる．

(4) いうまでもなく，われわれは本研究で得られる知見が IT 企業のサービスにのみ適用可能であるとは考えない．実体

を持つ製品やサービスにおいても，以下で述べるような現象―イノベーションの受容，変化，定着―は見出せるであろう．

あくまで本研究では，現象を観察しやすいという理由から，IT 企業のサービスを中心に議論を進める．

(5) 以下，事例の詳細については，藤田・生稲(2004)，藤田・生稲(2008)，藤田・生稲(2011)，生稲・藤田(2011)などを参

照されたい．

(6) Weick (1979)は「多義的なディスプレイ」と表現している．また，Pinch and Bijker (1987)では，より広い意味で「解釈

の柔軟性」という概念を提示している．

(7) 正確には，解釈だけではなく，解釈スキーマ(Weick, 1979)も含まれる．

(8) 後述するように，「失敗」する Web サービスは，いつまでも｢何か分からない」｢理解不可能な」Web サービスとし

てユーザに認識される．SNS やミニブログ(twitter)の初期にもこのような状況があったと考えられる．

(9) より正確には，過去の(潜在的)ユーザの経験に基づく多義性の｢削減可能性」が低かったということになる．

(10) 正確には，記憶を検索すれば様々な因果マップが喚起されたが，有効なものは少なかったということである．

(11) ここでは，Barnard (1968)の定義にしたがって，公式組織という概念を用いている．

(12) ここでは，Barnard (1968)の定義にしたがい，共通目的もないままにコミュニケーションだけは取り合っている，場

合によっては貢献意欲もある状態を意味している．

(13) これには，個人の個性だけではなく，その個人が埋め込まれた文化コードなども影響を与えると考えられる．

(14) 正確に言えば，保持された因果マップ自体が少なかった訳ではなく，記憶を検索するとさまざまな因果マップが喚

起される可能性があったものの，その中に有効なものは少なかったと言うべきであろう．

(15) ユーザが参加することによって，サービス(製品)の価値が向上する事例とその分析については，小川・藤川・堀口(2011)，
藤川(2011)などがある．本研究が提示するユーザの組織化の過程に関する知見と，ユーザ・イノベーション，サービス・

ドミナント・ロジック(S-D ロジック)などとの研究成果の接合については，さらに議論を深める必要があると考えている．

(16) これは，藤本(1998)，Thomke and Fujimoto (2000)が提示したフロントローディングの概念の拡張と言えるだろう．た

だし，藤本(1998)と Fujimoto and Thomke (2000)がフロントローディングを企業内の活動(人工物を市場に提供する前に行

われる活動)であると想定して，問題解決の前倒しを提唱しているのに対し，ここでは，企業の境界を超えて広がる組織(化)
と，その活動全体で問題解決の前倒しを考えている点において異なる．
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【Abstract】In this research, by developing a learning support system for medical services, we will establish an 

approach that supports medical profession novices to improve proficiency understanding patient-centered medical 

services. Using ontology in this paper, as a first step of the project, we organized a learning model which 

promotes reflective learning of the case-method for medical service education. As an implementation of the 

learning model, we established a learning environment that supports learners to reflect on their thinking process in 

their experiences by a learning strategy which consists of three case-writing phases: the description phase, the 

cognitive conflict phase, and the knowledge building phase. 

 

 

【Keywords】Thinking Skill, Reflection, Case-method, Ontology, Medical Service Education 

 

1. Introduction 
   There are always many difficult problems continually appearing from various viewpoints in medical practice. 

Actually, medical staff always feels a vague anxiety that their dedicated efforts could not catch up with the 

increasing problems. Moreover, to provide high quality medical services that can respond to the various and 

high-degree increasing patients' demands is becoming an important and urgent issue in medical service practice. 

The subjects in medical service education in a broad sense include both the medical knowledge/skills for the 

medical diagnosis or the treatment and the interpersonal skill to facilitate the prompt and smooth implementation 

of medical services. In this research, we focus on the latter as the matter of medical service sciences in a narrow 

sense, while we address the former as the matter of "medical education" and will not be deeply involved in it. 

We believe that the service science approach can make a contribution to establish a methodology to improve 

the quality of Medical Services in a narrow sense. One of the pioneers in the field of Service Science, Yoshikawa 

has proposed that the model for service improvement is that the knowledge circulation of intellectual 

collaboration by the persons concerned in the service promotes to create and refine the service knowledge. 

Moreover, he implies that the knowledge circulation will cause the ideal of societal innovation (Yoshikawa, H., 

2008). In the medical viewpoint, we think it is necessary to refine the education approaches for supporting the 

medical knowledge circulation by improving the medical practitioners’ thinking ability to collaboratively create 

and refine the medical service knowledge. 

In this research, by developing the learning support system for medical services, we will establish an approach 

that supports the medical profession novices to improve their proficiency in understanding patient-centered 

medical services. The current goal of this research is to make a rational learning model for medical service 

education and try to establish a methodology to create design loop for medical service educational program 

development but not to make strong contributions to technological medical service education. 

 

2. Difficulties in Medical Service Education 
In recent medical practice, the traditional apprenticeship-style on-the-job training system, so-called of, 

“seniors train novices strictly on the job” is vanishing gradually because of mental resistance for novices to 

accept the evidence-lacking, experience-based guidance of implicit medical service knowledge from seniors. 

Moreover, newcomers who have poor insight and sensitivity to people are increasing, and there appears to be an 

increasingly pronounced tendency for the medical staff to be unable to learn medical service knowledge or skills 

to understand patients’ minds through communication with other medical staff. 

For example, when a novice nurse takes charge of pediatrics, he may be puzzled by the complexity of 

emotional engagement between the child patients who are weaker than himself, their parents who are 

exceptionally anxious about their children’s health and the doctors who conduct medical treatment. In order to 

have an acute insight into the complex structure of emotional engagement, it is necessary to have a rich sensitivity 
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for understanding others’ minds and, a rational attitude of the acceptance of and respect for the immature hearts 

of the pediatric patients. That is typical tacit knowledge which is not easy to acquire for novice medical staff. 

 

Difficulty of problem formulationComplexity of object problems

Difficulty of theory application

Low explicitness of theory

Complexity of selection
criteria to hypothesis

Low explicitness of learning 
objective

Difficulty of generalizing 
experience

Difficulty of learning skill of
self reflection

Lack of representation of
thinking process

Difficulty of making rhetorical 
discussion

Difficulty of learning thinking

Characteristics Difficulties of Learning

Complexity of psychological
characteristics of  patients

 
Fig 1: Characteristics of Medical Service and Difficulties of Practical Knowledge Acquisition in Medical Service 

Education 

 

For the purpose of developing medical human resources with higher cognitive ability as shown in Fig 1, a 

variety of educational methods to foster the tacit knowledge or tacit skill by coaching the thinking process has 

been offered to the medical staff. For example, in the field of nursing education, teaching approaches such as 

clinical conferences, reflective journals, narrative methods, case-method, etc. are conducted on a routine basis at 

many hospitals. However, in such a practical learning environment, it is said that the major difference between the 

learners who can learn what should be learned and the learners who cannot learn very well comes from 

differences in learners' sensibility or insight to others' minds. Moreover, even though learners have successfully 

taught tacit knowledge in the practical learning environment, most of them face more serious difficulties to 

assimilate the knowledge to their own existing knowledge and organize it as general knowledge to be applicable 

to future similar situations. The difficulties are caused by lack of the experience of making “thinking about 

others’ minds” a subject for meta-level logical thinking, while most people guess others’ minds only by 

intuition. Therefore, to foster the ability of meta-level logical thinking seems to be accompanied by an essential 

difficulty caused by the essential nature of humanity. In addition, the complexity of the matters of minds, the low 

explicitness of theory, the complexity of selection criteria for hypotheses, a lack of representation of thinking 

process, etc., make it difficult for novices to learn the knowledge required for medical services (Fig 2). 

 

Case-method

Reflective journal

Conference

Narrative method

Education Methods Being 
Practiced

Skills building of problem 
formulation

Development of argument 
skill

Skills building of knowledge
generalization and systematization

Development of meta-cognitive 
ability

Development of problem 
solving

Purposes of Development

 
Fig 2: Fostering Tacit Knowledge/Skills by Coaching Thinking Process 

 

In this research, we focus on the case-method as an approach to Medical Service Education. One of the 
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educational principles behind the case-method in business management education is “if you want to teach how to 

deal with a new problem that you have not yet experienced, we should teach them how to think. In fact, the ability 

of thinking about thinking and the ability of dealing with new problems can be regarded as different issues in 

principle but they are completely the same issue in practice.” (McNair, Malcolm P., ed., 1954). 

 

3. Overview of Case-method 

In the case-method, in order to acquire “skills to deal with new problems that have not been experienced 

yet”, the learners are assigned the task to think how to deal with the "real" problems that have occurred in their 

own practices and write their thoughts and behavior to cope with the problems as "cases". Then, they join a group 

discussion on the case with other learners to investigate the validity of their own thinking process from various 

viewpoints and co-create new solutions to the “real” problem. Through these learning experiences, they learn 

the learning ability to deal with highly-non-deterministic and highly-complex practical problems (McNair, 

Malcolm P., ed., 1954). 

The actual flows of the case-method in business management education are as follows: (1) the instructor 

distributes the prepared case materials to the learners in advance. (2) The learners organize the contents of the case 

to analyze and identify the core issues. The analysis should be made based on the facts in the case, the assertion 

inferred from the facts, insight into the thinking processes of the agents in the case, and the learners’ own 

knowledge. (3) According to the analysis, they think out their own solutions to the problem. After that, (4) the 

learners join the discussion on the validity of each learner’s solution, where the instructor will not join the 

discussion actively but just raise the topic to be discussed and lead the flow of the discussion (Hyakkai, S., 2009). 

When designing learning materials for the case-method, it is necessary to (1) write down the events that 

actually occurred, (2) to consider how the learners think about the case and how they will discuss it. Therefore, it 

is essential for a case-writer to be able to estimate how learners think or how their discussion goes on from the 

deep understanding of written issues on the case (Ishida, H. et al., 2007). 

3.1 Learning in Case-Method 
In the survey paper on the argument study, Maruno and Tomita claim that most researchers focus on the 

argumentative skills to examine the rationality or validity of information or knowledge used in the discussion 

(Tomida, E., and Maruno, J., 2004). On the other hand, the skills to produce or externalize ideas in the discussion 

have not been studied in the research field. However, based on the empirical and the theoretical research so far, 

the former skills cannot be acquired without the latter ability. It implies that by participating in activities in which 

the latter skills in required repeatedly, the former skills can be acquired. 

Moreover, they support the Kuhn’s model of internal thinking process as a dynamic internal dialogue base 

on Billig’s idea that “people engaged in problem solving or decision making, try to make the best judgment of 

selecting one from some possible options by justifying each of them from many different viewpoints and 

comparing the justifications to the options” (Billig, M., 1987) (Kuhn, D., 1991). The reason why they strongly 

rely on Kuhn’s model is that the model shows clear socio-cultural explanation of how the argument guides the 

thinking process, which is, one regards the thinking developing process as a more dynamic and clarifies the tight 

relationship between individual internal process of thinking and social process of thinking such as exchanging 

position with others and the individual process. 

Standing on this viewpoint, the case-method can be used as a concrete educational approach for learning 

internal dialogue. On the other hand, it is difficult to learn the dynamic internal dialogue associated with social 

interaction for the reason (shown in Fig. 1) that particularly higher cognitive ability is required. In our research 

project, in parallel, we have been developing an educational program that can reduce the learner’s load in 

learning the association between internal dialogue (Cui, L. et al., 2011) and social interaction (Morita, Y. et al., 

2011). 

3.2 Learning by Designing Case Learning Materials 
Ito proposed, by analyzing of effect of the verbalization as a learning strategy, a model of learning goals 

achievement by verbalization as an integrated model of three learning mechanisms, that is, tutoring that focuses 

on the learning effect of the teaching activities, self-explanatory quality (nature?) of learning activities, and 

collaborative learning among learners (Ito, T., 2009). 

We believe that learners can be active entities who can find a meaningful entity for the goal of knowledge 
acquisition by themselves, and they can achieve the goal by externalizing their self-explanatory of their thinking 

process to other learners. The externalization processes consist of the two phases of the knowledge description 

phase, and knowledge building phase and the cognitive conflict can be bridging activities of the two phases as 

shown in Fig 3. We will discuss the three phases in detail below. 
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The description phase is an iteration of the internal learning activities to achieve the goal of verbalization by 

externalizing one’s thought in his or her experiences. The cognitive conflict is a trigger cognitive process for 

learners to go into the knowledge building phase by facing the conflict states (realization of cognitive gap among 

learners’ mental models, cognitive differences with other learners, or errors in their knowledge) through the 

verbalization of their thought and interaction with others. And then, in the knowledge building phase, the learners 

aim at achieving the goal of resolving those conflict states. The goal of verbalization in the knowledge building 

phase is to resolve the conflicts and is essentially different from the goal of verbalization in the knowledge 

description phase. This goal achievement model can be regarded as a learning model that includes the model of 

thought for dynamic internal dialogue mentioned above. 

As mentioned at the beginning of this chapter, the design of case materials requires: (1) writing the case, (2) 

preparing the content that should be considered and the set of branch points for discussions. In this research, we 

aim at developing learners’ meta-cognitive skills by imposing the design tasks of case-method learning materials 

on the learners and promoting cognitive interaction with others. 

In particular, as an educational program for the medical professions (the nurses in this paper), we developed a 

learning environment for realizing a model of learning goals achievement by verbalization. Using the environment, 

the nurses write down (the description) their own thinking process in their experience as cases, guess others’ 

different thoughts, find a cognitive conflict from the thoughts and try to resolve the conflicts by building new 

knowledge (Argyris, C. and Schön, D., 1974) (Boud, D. and Walker, D., 1991). 

 

4. Environment Supporting Learning in Design Learning Materials 
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Fig 3: A goal-attainment model of verbalization as a learning strategy 

 

In Fig 3, in the learning strategy, learners engage with verbalization activities in the description phase and the 

knowledge building phase, and the activities are externally observable at the behavioral level. Meanwhile, the 

activities of making goals, plans, cognitive conflicts, resolving conflicts etc., are not externally observable internal 

cognitive activities. 

Since those activities are relatively abstract and ambiguous, it is difficult for the learners to achieve the 

learning goals. The difficulties of learning shown in Fig 1 can also be considered as a reason for this ambiguity 

and abstraction. Our idea of a learning model to reduce the cognitive load for learners to achieve the learning goal 

is to provide an easy-to-use environment to support learners to reflect their thinking process in their medical 

services practices. The ontology for patient psychology, medical services, thinking activities and learning 

activities are incorporated in the environment. And a user-friendly interface for writing case learning materials is 

provided. 

 

5. Environment Supporting Learning in Design Learning Materials 
Fig 4 shows an overview of a part of the ontology for the thinking process in medical services (Cui, L. et al., 

2011). Using the concepts in the ontology, the learners externalize the reflection of their thinking process in their 

experiences in the graphic representation as shown in Fig 4. 

Fig 5(A) shows the reflection description of thinking in one’s own experience and Fig 5(B) shows its graphic 

representation. The square nodes represent the assertions and the elliptic nodes represent thinking activities such 

as “hypothesizing”, “finding cause and effect” and so on. Fig 5(C) shows the estimated thinking process of 

another nurse with a different stance from the learner. Fig 5(D) shows the intended issues (cognitive conflict) to 

be discussed in the case materials, where a nurse wanted to provide more care, but the patient resisted out of pride, 

even though this added to the burden of the family in caring for the patient. Meanwhile, she guesses that there 
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may be a nurse who thinks, on the assumption of “care priority”, that she should provide more care to the 

patients even though it may cause strong stress on the patient’s mind. Then the learner investigated the 

advantages and disadvantages of the results of different assumptions. 

 
Fig 4: Thinking skill ontology (partial) 

 

Associating with the discussion in the previous chapter, (B) the visualization of one’s own self-reflection can 

correspond to the description phase. And (C) according to the assumptions at different standpoints, (D) the 

discussion set up can correspond to the evocation of knowledge building by cognitive conflicts. 

 
Fig 5: An example of thinking representation in case learning material designing 

 

Moreover, we designed two formations of representation for supporting the externalization of thinking process. 

One is text representation and the other is graphical representation. Because the learners in the medical service 

practice always need to write the documents based on the text representation, it is a relatively easy way for them 

to write down the case. But the demerit of text representation is that it is very difficult for the learner who is not 

good at expressing his/her ideas logically in text to realize the implicit dependency relationship in logical structure. 

On the contrary, the graphical representation can help the learner reducing the difficulty of understanding the 

dependency relationship in logical structure by providing a way to expression it explicitly in graphs. However, if 

we only use the graphical representation, the ability of externalization in text cannot be fostered. And it is still 
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very difficult to express his/her idea logically by graphs for the learner who is unfamiliar with the structured 

logical expression. 

In order to make best use of the merits of two formations of representation and solve the problems caused by 

the their demerits for helping learners to attain the learning goals, we designed a learning strategy that includes 

three parts of processes: A. the learners write down the case in the text representation at first; B. and they can 

review the case in the same content but represented by the graphical representation, so the awareness to the 

ill-defined or ignored dependency relationship in logical structure can be raised; C. finally the learners can reflect 

on the logical expression of thinking process through reviewing the case in the text representation. 

 

6. Learning Environment for Thinking Process Training in Medical Service Education 
Boud (1985) claims reflection is needed at various points: at the start in anticipation of the experience, during 

the experience as a way of dealing with the vast array of inputs and coping with the feelings that are generated, 

and following the experience during the phase of writing and consolidation (Boud, D., 1985). 

Combining the learning strategies based on the goal-attainment model of verbalization (Chapter 3) and the 

thinking representation in case design (Chapter 4), we developed a learning environment that can conduct the 

externalization of thinking processes using a model of thinking process for self-dialogue consists of three phases, 

where the learners are required to be able to conduct high quality thinking for self-dialogue which, to describe 

high quality reflection on ones' own thinking, to find meaningful conflicts, and to create high quality knowledge 

in order to overcome the conflicts, by continuously developing their ability using tags. 

For the different purposes, we have designed two separate thinking representations for the learning 

environment. One is the text representation. In medical practice, medical professions are used to writing 

documents with a similar form of representation, such as the electronic medical records. The other is the graphical 

representation that provides a learner with an easy-to-reflect overview of the logical structure of the thinking 

process. 

We have developed two thinking support tools, Sizhi and Wuzhi, which correspond to the two representation 

forms. Moreover, in order to integrate these two forms of representation, we have been developing a bidirectional 

transformation mechanism between these two representations. 

Three Phases of Thinking 

Process in Self-dialogue

Tag
Statement

Reference

 
Fig 6: Description phase in Sizhi 

 

Fig 6 shows an example of a case written by a nurse with Sizhi. As shown in the figure, there are three tabs 

that correspond to the description phase, the cognitive conflict and the knowledge building phase in learning 

strategies. Each line consists of a statement ID (number), a Sizhi tag, and statement, and may have an additional 

tag and ID that refer to the logical foundation of the statement in the line. The tags play an important role in 

encouraging learners to be aware of the logical structure of their own thinking process. 

For Sizhi, we will use the thinking ontology mentioned in the above section to clarify the constituents of 

thoughts, and the learner is required to express the thinking processes using a set of tags as a framework to 
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express the structure of thinking. The set of tags is designed for nurses to reflect on their thinking process for 

self-dialogue and consists of nine tags: fact (patient), fact (medical), policy/principle, assumption, decision, 

medical decision, conflicts, reflect and resolve. The nurses’ learning task in the case writing is to reflect on their 

own thinking process in nursing patients and clarify the structure of the thinking process using the tags. 

The most important aspect in designing Sizhi is for learners to clearly write their own cases by reflecting on 

their thinking process using Sizhi tags, and reflect on the thinking process to find meaningful conflicts. To 

promote learners to gain deep insight into conflicts, for instance, Sizhi encourages learners to find conflicts 

between the statements with the policy/principle tag, because the policy/principle tag implies the statement is one 

of logical foundation of the thinking process.  

Tag

Statement

Reference

Three Phases of Thinking 

Process in Self-dialogue

 
Fig 7: Description phase in Wuzhi 

 

Wuzhi is a learning representation supporting tool that has the same functionalities for supporting the internal 

dialogue as Sizhi. But the difference between them is that Wuzhi uses a graphical representation at the description 

phase. For the reason expressed above, the graphical representation can enhance the effect of the descriptions for 

clarifying their logical structures. Fig 7 shows a medical case written with Wuzhi. Each node in Wuzhi contains 

the same form of information (tag, statement and reference) as the line in Sizhi. 

In summary, for visualizing the invisible, shapeless, complex structure of thinking processes to support 

knowledge creation, Sizhi provides learners with tags which clarify various thinking processes, and a tab which 

encourages awareness of the thinking phases, and is designed with the intent to encourage externalization and 

careful investigation of ideas that follow those processes. Moreover, Wuzhi gives a clear view of representation 

for description writing and revising. With the help of a thinking ontology, the representation transformation can be 

conducted smoothly and firmly. 

 

7. Trial Use Experiment of Sizhi and Wuzhi 
Because Wuzhi and the thinking representation transformation supporting tools are still in the trial stage, and 

the medical professions in practice are extremely busy, we conducted a trial use experiment in JAIST. 

The goal of experiment is to observer whether the thinking representation transformation can help the learner 

to notice the shortage of the logical structure in their expression. And the subjects of experiment are 5 graduate 

students (4 master program first year students and 1 master program second year student) from JAIST. 

These five trial user were asked to read the chapter of "Seki Takakazu" and the afterword in the book named 

"Glory and Failure of Genius: An Introduction to the World's Most Elegant Mathematics" written by Masahiko 

Fujiwara. And the user is requested to prepare a 10 minutes presentation on these reading materials. During the 

preparation, the user needs to prepare two different plans of presentation and write down their thinking processes 

of each plan in the phase of 'Self-reflection' and 'Other's Thought' by using Sizhi. And the automatic 

representation transformation tool would transform the cases written in Sizhi (text representation) to the cases 

represented in Wuzhi (graphic representation). The user uses Wuzhi to revise the case. 

In the following passage, we will show an example of the case revision result that indicated how the user 
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reviews the case by comparing the case before revising and after revising in Wuzhi. 

 

Revise

Added 
Thinking

38

39

(a) Subject A’s Case in Sizhi（partial）

(b) Before Revising
（Subject A’s Case in Wuzhi）

(c) After Revising
（Subject A’s Case in Wuzhi ）

(d) Before Revising： Thinking Missing (e) After Revising： Thinking Added

Add

Blank

Missing

Theme

Comparison 
Criterion

Item Article Basis

Theme
38

Comparison Criterion
39

Theme
38

Comparison Criterion

39

Basis

Basis

Basis

Comparison 
Criterion

 
Fig 8: User A’s Case Revision by using Wuzhi: Addition of Missing Thinking 

 

38

39 38Basis

38

補足Add

Item Article Basis Reference

Theme

Comparison 
Criterion

Theme

Comparison Criterion
39

Basis

Basis

Comparison 
Criterion

 
Fig 9: Changes in Sizhi Case Responding to Revision Result in Wuzhi 

 

The Fig 8 shows how the User A revised the case by using Wuzhi. The description in Fig 8 (a) is a part of the 

User A's case description in Sizhi. The number in black textbox means the number of a description statement (e.g. 

38 means statement number 38). And in following passage, the statement 39 is called St.39 for short. 

In this case, we focus on St.39 because its field of basis was blank. The tag of St.39, "Comparison Criterion" 

means the criterion of selection when selecting a solution from many prospective ones. According to the content 

of St.39, we can estimate that User A wanted to express that St.39 plays a role of a criterion when selecting the 

materials for presentation. But it is not necessary that the statement with the tag "Comparison Criterion" must 

have a basis.  

The Fig 8 (b) shows User A's case in Wuzhi before revising and the Fig 8 (c) shows the case after revising. 

From the overview of the case before and after revising, we can discover that there are many places have been 

revised like addition of links between some nodes. So the structure of User A's thinking process representation has 

been changed significantly. Here, it is necessary to notice that we cannot determine these changes in this case 

mean the changing of the user's idea or not. It is possible that User A has changed the idea or he/she just change 

the expression. 

The Fig (d), (e) is the enlargements of (b), (c) that indicate the change of St.38 and St.39 in (a). This change is 
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about adding a link between the statement of "Theme" and the statement of "Comparison Criterion". The Fig (d) 

indicates an expression that User A wrote down the "Comparison Criterion" statement without any basis. And Fig 

(e) shows an expression that User A wrote down the "Comparison Criterion" statement based on the "Theme" of 

the author. In other words, the role of St.39 was changed from an assumption to an inference. From the content of 

St.38 and St.39, we can presume that there is a logical dependence between St.38 and St.39. So we can conclude 

this change is valid. But we also need to notice that we cannot determine this change is a change of idea itself or a 

change of the expression to the idea from the data we have. 

The Fig 9 shows how the result of the revision in Wuzhi reflects on the case written in Sizhi. It indicates that 

St.38 was added to be a basis of St.39 by using the field of reference. 

Although the data of the five users from the first time trial use cannot prove the effectiveness of the thinking 

representation transformation strategy, we have observed some signs from the case revisions which can infer that 

the thinking representation transformation strategy can promote noticing the shortage of the logical structure in 

their expression. In other words, the shortage of logical structure in the case written by Sizhi might be noticed 

when reviewing the case represented in Wuzhi. In order to clarify the effectiveness of the learning strategy and the 

learning environment, we need to collect more data from experiment. 

 

8. Conclusion 
In this paper, we organized a learning model which promotes reflective learning of the case-method for 

medical service education. As an implementation of the learning model, we have established a learning 

environment that supports learners to reflect on their thinking process in their experiences by a learning strategy 

which consists of three case-writing phases: the description phase, the cognitive conflict phase, the knowledge 

building phase. The final goal of this research is not to make contributions to technological improvement in 

medical service education but to conduct a proposal of a rational learning model for medical service education. 

The full educational program we have been developing consists of two parts, that is, one for training thinking 

skills for internal dialogue and one for training thinking skills for discussion. In this paper, concerning the former 

part, we have discussed the design rationale of two learning environments, Sizhi and Wuzhi. In our project, as an 

implementation of the latter part, we have also conducted educational discussion-style workshops at three 

hospitals. Currently, to shift from face to face discussion to ICT-mediated collaborative learning by integrating, 

we are developing a learning environment which includes Sizhi and Wuzhi as functional components. In a future 

paper, we will discuss the design rationale of the learning environment and show evaluation of educational 

effectiveness through trial use and report on our efforts to put it to practical use in medical service education. 
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【Abstract】At present, knowledge plays substantial roles in the development of every organization. Knowledge 

is  a  strategic  intellectual  asset  for  organization  to  deal  with  global  competitive  environment.  Therefore,  the 
cultivation of organizational knowledge determines organization's success. Many organizations adopt Community 
of Practice (CoP) to cultivate organizational knowledge for their advantages.  However, knowledge cultivation 
from CoP is a serious challenge. The ability of CoP to contribute and deliver relevant knowledge for stakeholders,  
institution, and environment depends on its existence. In reality, the lifetime of many CoPs is short. The problem  
sources of this short lifetime are in the knowledge process implementation, lack of member’s participation, and 
incapability to respond changes intelligently.

Motivated by the problems mentioned, this research proposes a solution to overcome the CoP short lifetime by 
developing framework of Evolutionary Community of Practice. The research method refers to design science  
research concept.  The framework of Evolutionary CoP has two main components,  phase and dimension.  The  
phase in the proposed framework consists of constructive,  collaborative,  and adaptive phase.  CoP dimension, 
which  specifies  the  characteristics  of  CoP in  each  phase,  consists  of  knowledge  process,  community,  and 
technology. “Evolutionary” refers to gradually development of CoP from one phase to more advance phase by  
building its community capability. The framework of Evolutionary CoP can be used as an instrument to identify 
current CoP condition, to analyze knowledge sharing problems in CoP by mapping CoP’s value to its objectives, 
and to identify the future prospects of CoP. 

The proposed framework is evaluated by having conducted an observational evaluation on selected case study. 
Observational evaluation is performed by applying framework of Evolutionary CoP on each chosen sites. Findings 
from application of  the proposed  framework are identification of  current  research group phase,  indication of 
knowledge sharing problems, and formulation of action plan for each research group. According to these findings  
and  the  evaluation  analysis,  this  research  also  proposes  feedbacks  for  framework  improvement,  which  are 
composing  generic  value  classification  on  each  CoP  phase  and  defining  quantitative  parameters  on  each 
community capability.

【Keywords】 Community of Practice, the Framework of Evolutionary Community of Practice, design science 

research, CoP phase, CoP dimension

1. Introduction 

Knowledge has long been recognized as a strategic intellectual asset for organizations to deal with dynamic  
competitive  environment.  Research  on  organizational  knowledge  stated  the  importance  of  knowledge  in 
organizations. In order to obtain succeed and sustainable competitive advantage, knowledge acquisition alone is 
not enough. Organizations need to keep their knowledge on the frontline, apply it in daily operations, and spread it 
across organization.

Many organizations adopt Community of Practice (CoP) to cultivate organizational knowledge. Based on the 
the works by Wenger et al. (2002) and Ardichvilli et al. (2003), some of those are multinational corporations such  
as Hewlett Packard, International Business Machine (IBM), Xerox, Shell, and Chevron. The selection of CoP as 
the prominent knowledge management tools is the fact that most of organizations competitive advantage lays on 
the  collective  tacit  knowledge  of  its  employees  (Hara,  2009;  Nonaka  and  Takeuchi,  1995).  Sharing  tacit 
knowledge requires interaction and informal learning processes, such as storytelling, conversation, coaching, and 
apprenticeship (Wenger et al., 2002). As a group of people who shares the same concern and set of problems about 
a  topic,  informal  learning  and  knowledge  sharing  happen  naturally  in  CoP.  Storytelling  and  conversation 
disseminate tacit knowledge from one to another. Coaching and apprenticeship enable the sharing of experience,  
best  practice,  and skill  among CoP members.  That  kind of interactions in CoP enables  collective knowledge 
building and keeps organizational knowledge on the cutting edge. In addition to tacit knowledge sharing activities, 
members  of  CoP  codify  what  they  share  by  producing  knowledge  documents.  The  documentation  helps 
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community  focus  their  knowledge  process,  assists  members  to  sharpen  their  expertise,  and  enables  broader 
knowledge dissemination.

With  seamlessly  knowledge  cultivation  inside  the  community,  CoP  provides  an  excellence  support  for 
organizational  performance  (Wenger  and  Snyder,  2000; Hara,  2009).  CoP helps  employee  to  develop  their 
expertise  and  to  build  social  networks.  For  a  new  comer,  CoP  assists  them  to  learn  faster  and  more 
straightforward.  The benefit of CoP at the organization level includes responding more rapidly to customer needs, 
reducing  rework  and  preventing  “reinvention  the  wheel”  (Lesser  and  Storck,  2001),  generating  ideas  for 
innovative products and excellence services.

Nevertheless, knowledge cultivation is a great challenge in CoP. The ability of CoP to contribute and deliver  
relevant knowledge for stakeholders, institution, and environment depends on its existence. In reality, the lifetime 
of many CoPs is short. The primary causes of this short lifetime are obstruction in knowledge process activities,  
lack of member's participation, and incapability to respond changes intelligently. 

Motivated by the problems mentioned, this research proposes a solution to overcome the CoP short lifetime by 
developing  framework  of  Evolutionary  Community  of  Practice.  The  research  methodology  refers  to  design 
science research concept (Hevner et al. 2004). The paper is organized based on the structure of design science  
research. The first section describes background and statement of problems of the research. Section 2 reviews the  
literature on the CoP, knowledge process in CoP, the CoP development models,  and the community roles. In  
Section 3, we analyze and define the building blocks of the proposed framework. The Framework of Evolutionary 
Community of Practice is elaborated in Section 4. We depict the evaluation of the framework in Section 5. Finally 
in Section 6, we report conclusions of the research.

2. Related Works

The term Community of Practice (CoP) was initiated by Wenger and Snyder to describe a group of people who  
holds a similar domain knowledge or expertise, and who deepen their knowledge and expertise in this area by 
interacting on an ongoing basis (Wenger and Snyder, 2000; Wenger et al., 2002). A CoP can exist as internal part  
of an organization or independent institution across organizations. In the practical applications, CoP varies widely 
in the name, style,  and form.  Despite the variety of forms, a community of practice is combination of three  
fundamental elements: a domain, community, and set of practices (Wenger et al., 2002). 

Regarding knowledge process in CoP, some research groups focused on analyzing knowledge sharing among 
members of CoP. Ardichvilli et al. (2003) examined the motivation and barriers of employee participation in CoP 
at multinational corporation Caterpillar, Inc. To promote knowledge sharing, the research indicated the need of 
knowledge-based trust and institution-based trust, and multiple face to face interactions among members. A study  
from Wasko and Faraj (2000) found that knowledge sharing in CoP flows easily when members view knowledge 
as public good. The study also suggested organization to develop a community of practice as an implementation 
of knowledge management strategy and to manage knowledge as public good. 

A considerable amount of research works related to how to nurture long-lived CoP has been done as well. For 
example, Yuecheng Yu et al. (2010) studied the Information System (IS) World communities in Association of  
Information  System  (AIS).  IS  World  communities  serve  as  internal  CoP since 1994. The  study  proposed 
governance action and technological improvement to keep the sustainability of the communities. According to 
McDermott (2000), creating a mentorship program and routinizing CoP entry can help keep CoP focus on cutting 
edge issues. 

As  a  dynamic  entity,  CoP grows  and  evolves  from initial  building  to  closing.  Wenger  et  al.  (2002)  and 
McDermott  (2000)  developed  a  life-cycle  concept  to  describe  CoP progress  through  five  stages:  potential,  
coalescing,  active,  dispersed,  and  memorable.  The  life-cycle  model  also  explains  interactions  and  types  of  
activities  on each  stage.  Another work  from Gongla  and Rizutto  (2001)  proposed  CoP evolution  model  and  
defined characteristics  on each stage of  evolution model.  The evolution model summarizes  overall  evolution 
pattern in CoP into five stages: potential,  building, engaged, active, and adaptive. According to this model, a 
community can mature and dissolve at any of the stages.

3. The Building Blocks of Community of Practice

Based on our literatures, prior research, and case studies of selected communities of practice, we synthesize two 
main components of CoP: dimension and phase. The dimension is the structural elements of CoP.  CoP dimension  
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distinguishes CoP with other forms of organization, specifies the characteristic of CoP, and provides guidance to  
its development. All communities of practice share the same dimension elements and naturally evolve from one 
phase to another. Each phase of CoP depicts CoP capabilities and the specification of its dimension. 

The dimension elements of CoP are described as follows:

1. Knowledge-process,
The  purpose  of  community  of  practice  is  to  build  and  to  exchange  knowledge  about  specific  domain. 
Therefore, a community of practice exists as long as knowledge process occurs. Knowledge process serves as  
raison d’être in CoP live. The outcome of knowledge process provides excellence value and support to CoP's  
stakeholder. The reason why members involve in CoP because of its knowledge process activities. Members  
can get benefit and help others at once. 

Knowledge process refers to all knowledge activities in CoP. Members share what they know about specific 
domain.  Other  members  utilize  shared  knowledge  into  contextual  application.  The  application  of  shared 
knowledge  may  create  or  revise  previous  knowledge.  Combining  member's  knowledge  also  leads  to 
knowledge creation. Knowledge creation and knowledge sharing produce knowledge artifact. All knowledge 
artifacts  are  saved  in  knowledge  repositories.  Recording  knowledge  artifact  ensures  its  availability  and 
enables dissemination of knowledge throughout community.

2. Community,
Community refers to group of practitioners who conduct knowledge process, enliven and nurtures community 
of practice. Membership in community may be self selected or assigned. Members in CoP share roles and  
responsibilities to keep the community alive. The roles in community grow as the community matures. A new 
CoP may proceed with only three roles: domain expert, core member, and peripheral member. But, more  
mature CoP needs more roles to keep the community activities on the right track. The roles in community are  
summarized in Table 1.

Table 1: Roles in Community of Practice

Role Description

Domain expert Members who have comprehensive knowledge about CoP domain. The responsibilities 
of domain expert are formalizing CoP domain, constructing knowledge base, and 
verifying knowledge artifacts.

Primary members The first members who establish community of practice and actively contribute in CoP 
activities. At the beginning of community, primary members set general rules and 
norms, identify topic for the community to address, and create community agenda. At 
the more mature community, primary members serve as legislative authorities who 
elect community coordinator and as council authorities who provides help and 
consultation for community coordinator.

Peripheral 
members

Members of community of practice who participate on community activities, conduct 
knowledge process, and build social relations.

Community 
coordinator

Community coordinator performs leadership and managerial functions to develop and 
nurture CoP, such as:

1. Help domain expert build knowledge base, share best practice, and create 
knowledge process mechanisms.

2. Evaluate community contribution to stakeholders.
3. Plan community agenda, facilitate community event.
4. Keep the community focus on its purpose
5. Manage relationship with organization and other communities of practice.

Facilitator As a motivator in CoP, facilitator encourages member’s participation, connects new 
members with domain expert, facilitates discussions, mediates conflict among 
members, and maintains the community activity engaging.
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Role Description

Community 
librarian

Community librarian manages knowledge artifacts and knowledge repositories, creates 
knowledge taxonomy, summarizes discussion, and helps members retrieve explicit 
knowledge from the repositories.

Sponsor As representative of host organization in CoP, sponsor serves as top level recognition 
from organization, provides support for CoP development, and evaluates CoP 
contribution to organization. 

Technical 
administrator

Technical administrator provides technical support for community members, maintains 
the technology system in community.

Agent of change Agent of change identifies potential trend and change in community, organization, 
knowledge domain, and environment.

3. Technology,
Technology supports knowledge process activity, helps CoP to form, to enhance, and to develop community 
capability. 

Community of practice is a natural living institution; it forms, grows, and evolves from embryonic community 
to advanced maturity or termination. We classify the states of CoP development into three phases: constructive,  
collaborative,  and  adaptive (as  illustrated  in  Figure  1).  A CoP at  the  constructive  phase  focuses  on  CoP 
formalization,  discovers common interest  among members,  determines its  knowledge domain,  and forms the 
identity of CoP. Knowledge process is performed to help members solve their problems and to share ideas. This 
helping community typically creates forums to facilitate its activities. At collaborative phase, CoP creates more 
systematically structures and processes about activity in CoP and interaction among members. The community 
acts as knowledge stewarding community with its primary focus to share, construct, upgrade, and verify relevant  
knowledge throughout community and host organization. The community also extends collaboration with external 
parties. At the adaptive phase, CoP improves its capability to a level where it can respond to change intelligently.  
Members  are  encouraged  to  generate  innovation.  Knowledge  process  at  this  phase  produces  cutting  edge 
solutions. This adaptive community influences and even creates trends in CoP's domain of expertise.

Fig 1: The Phase of Community of Practice

4. The Framework of Evolutionary Community of Practice

We  propose  a  framework  of  Evolutionary  Community  of  Practice  as  guidance  to  help  organization  and 
practitioners build and nurture community of practice. The development of the proposed framework is initiated by 
defining dimension and phase as the building blocks of CoP. The building blocks function as the skeleton of the 
framework. Afterward, the framework development is followed by designing the specification of all dimension 
elements  on each phase  (as  elaborated  in  Table  2).  Detail  explanation about the framework  of  Evolutionary 
Community of Practice is as follows: 
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1. The framework specifies the characteristics of knowledge process, community, and enabling technology on 
each phase. Those characteristics explain the differences between one phase to another. 

2. The framework portrays the growing role model in community. The first roles that established along with CoP 
emergence are domain expert, primary member, and peripheral member. As the community moves into more  
advanced  phase,  the  role  grows  as  well.  At  the  collaborative  phase,  CoP needs  community  coordinator,  
sponsor, community librarian, and technical administrator to promote and encourage knowledge stewarding 
activities. Then, the specific role at adaptive phase is required to capacitate adaptive capability.

3. The knowledge process dimension.
Forming the domain of CoP and best practice sharing are the characteristics of initial CoP. As the domain 
established,  the  exchange  of  knowledge  becomes  more  frequent,  producing  more  and  more  knowledge 
artifact. This intensive knowledge sharing may lead into out of topic discussion and may generate junkyard 
outcomes. At this point, there is an emergence need to organize knowledge process more systematically. The 
aims of knowledge process shift from helping members to taking knowledge stewardship seriously, building 
knowledge base, and delivering values for host organization. At the next advanced phase, knowledge process  
generates innovative solutions and provides adaptive capability.

4. The development of community capability at community dimension.
The key issue of a new beginning community is to develop sense of community among members. As the CoP 
evolves, community gathers more members, the interaction among members becomes more complex, and the 
potential of friction arises. Those conditions may disrupt CoP stability. Therefore, CoP at collaborative phase 
implements self governance system to manage its heterogeneous community. That managerial capability is  
then enhanced at adaptive phase by conducting regular evaluation of CoP performance.  

5. “Evolutionary” refers to gradual development of CoP from one phase to more advanced phase by improving 
its dimension and building community capability (sense of community capability, managerial capability, and 
adaptive capability).

Table 2: The Framework of Evolutionary Community of Practice

Dimension Phase

Constructive Collaborative Adaptive

Knowledge 
process

1. Forming knowledge 
domain of expertise 
(domain of CoP).

2. Knowledge sharing 
activity aims to solve 
problems among 
members.

3. Sharing best practice and 
practical solutions.

1. Creating more 
systematically 
mechanisms for 
knowledge process.

2. Knowledge sharing 
activity aims to construct 
knowledge base and to 
deliver business values for 
host organization.

3. Building knowledge map 
of CoP domain.

4. Documenting knowledge 
artifact.

1. Fabrication of innovative 
ideas and cutting edge 
solution.

2. Contributing to body of 
knowledge of CoP 
domain.

3. Building adaptive 
capability. This capability 
helps CoP identify internal 
and external changes, 
predict future trends, and 
respond to change 
intelligently. 

Community Building sense of community 
capability:
1. Formalizing community's 

identity.
2. Setting up general rules 

and norms

Enhancing sense of 
community capability:
1. Strengthening sense of 

community among 
members.

2. Organizing regular 
community event to 
promote members 
participation

3. Facilitating mediation to 

Optimizing sense of 
community capability:
1. Strengthening sense of 

community among 
members.

2. Organizing regular 
community event to 
promote members 
participation

3. Facilitating mediation to 
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Dimension Phase

Constructive Collaborative Adaptive

solve conflict within the 
community.

solve conflict within the 
community.

4. Creating focus groups

Building managerial 
capability:
1. Starting self governance.
2. Organizing roles and 

responsibilities in CoP.

Enhancing managerial 
capability:
1. Self governance.
2. Assessing and evaluating 

community work 
periodically.

CoP establishes collaboration 
with host organization and 
other communities of practice.

Expanding collaboration with 
external organizations.

Community 
Roles

1. Domain expert
2. Primary member
3. Peripheral member

1. Domain expert
2. Primary member
3. Peripheral member

1. Domain expert
2. Primary member
3. Peripheral member

--- 1. Community coordinator
2. Facilitator
3. Community librarian
4. Sponsor from host 

organization
5. Technical administrator

1. Community coordinator
2. Facilitator
3. Community librarian
4. Sponsor from host 

organization
5. Technical administrator

--- --- 1. Agent of change

Technology to 
support 
knowledge 
process

1. Online forum
2. Mailing list / listserv

1. Online forum
2. Mailing list / listserv
3. Wiki
4. Knowledge repositories

1. Online forum
2. Mailing list / listserv
3. Knowledge repositories
4. Document / library 

management system
5. Analytical and decision 

support tools

Technology to 
support 
managerial 
capability

1. Electronic meeting system
2. Groupware system

1. Community portal
2. Collaborative software 

system

The benefits of the proposed framework are described as the following:

1. An instrument to analyze the current state of CoP. 
Analyzing the current state of CoP helps community coordinator discover CoP weaknesses and potential 
nuisances.

2. The defining characteristics of each CoP phase provide guidance for practitioners, organizations, and CoP 
members about how to build and nurture community of practice.

3. As practical reference for formulating strategy to improve CoP performance. 
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5. Evaluation

The proposed framework is evaluated by having conducted an observational evaluation on selected case study. 
According to Hevner et al. (2004), observational evaluation aims to study the usefulness of the applicable artifact  
(outcome). The chosen sites of case study are Research Group of Informatics, Research Group of Astronomy, and 
Research Group of Ecology and Biosystematics in Bandung Institute of Technology (ITB), Indonesia. Research 
groups in ITB serve as CoP because their characteristics comply with CoP concept. Observational evaluation is 
performed by applying framework of Evolutionary CoP on each research group. We describe our observational  
evaluation as follows:

1. Conducting data gathering to obtain factual condition about knowledge process, community, and technology 
utilization of each research group. The methods used for data gathering are semi structured interviews with 
members of each research group and review from related documents. 

2. Assessing the current  state  of  each research group by mapping the result  of  data  gathering to  proposed 
framework. Based on our framework, all  research groups are in the state toward collaborative phase. All  
research  groups  have  written  procedures  related  with  knowledge  process  activities,  create  and  evaluate 
knowledge  map  annually,  record  knowledge  artifacts,  and  conduct  formal  meeting  periodically.  The 
management on each research group is performed by a chairman/chairlady and a secretary based on formal  
regulation from host organizations. All research groups have organized joint research with another research  
group or other external organizations.  

After we identified CoP phase for each Research Group, we discovered potential knowledge sharing problem. We 
then formulated action plan by referring to the defining characteristics and capabilities  of  CoP phase in our  
framework.

6. Conclusion and Future Research Consideration

The ability of community of practice to contribute and deliver relevant knowledge for stakeholders, institution,  
and environment depends on its existence. We develop framework of Evolutionary Community of Practice as the 
solution to overcome the following problems that lead to CoP termination:

1. Problems in knowledge process implementation,
Knowledge process is the main purpose of CoP existence. As long as knowledge process continues, CoP can  
deliver  excellence  values  to  its  members,  host  organization,  and  other  stakeholders.  The  disruption  in 
knowledge process may cause to CoP failure. The proposed framework ensures the continuity of knowledge 
process by defining knowledge intermediary roles (facilitator and community librarian) and the characteristics 
of knowledge process from the initial community to more advanced community. 

2. Lack of member participation,
The framework  explains  the  characteristics  of  community  from  beginning  to  advanced  phase.  Those 
characteristics  imply  the  required  action  to  promote  members  participation.  For  instance,  organizing 
community event at collaborative phase aims to connect members, build social relations, reduce potential 
friction, and encourage member’s contribution.   

3. Incapability to respond changes,
The framework proposes adaptive capability and agent of change concept to help community respond to 
change. Where innovation and ideas generation are the fundamental activities, a community of practice can 
respond to change intelligently and even influence trends. 

The Evolutionary Community of Practice framework provides guidance for practitioners, organizations, and 
members  of  CoP  to  build  and  sustain  community  of  practice.  The  guidance  implies  from  the  defining 
characteristics of each CoP phase. Another usage of this framework is to assess the CoP current state. Analyzing 
the current state helps community coordinator to find potential problems. This framework also can be used as  
practical reference to formulate action plan.

Future Research Consideration

In  this  work,  we  have  successfully  identified  building  blocks  and  designed  a  structured  framework  of 
community of practice. However,there are several limitations in this study. Since the evaluation was conducted on 
homogenous case studies from one organization, further investigation is required to study the general applicability 
of the proposed framework. Secondly, we identified CoP current state by mapping its factual condition with the  
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defining characteristics in our framework. For future research, defining quantitative parameters on knowledge 
process  and  community  dimensions  would  be  valuable  to  assess  CoP current  state  more  definite.  Another  
consideration for future research is to compose generic value classification for each CoP phase. Identifying the  
value helps CoP coordinator to set appropriate strategy for CoP development.
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知識共創に向けたサイエンスコミュニケーション 

Knowledge Co-Creation for Science Communication 
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1. 研究の背景と目的 

日本の各地域に於いて，如何にして地域を活性化するのかという課題は経済のみならず環境と両立

したものが求められる．さらに，それを地域が持続的に実行可能なものが必要である．そのための，

課題解決のプロセスでは大きく，1.課題や問題を発見する，2.同定する，3.対策案を策定する，4.対策

案を実行して解決にあたる，という 4つに分割して考えることができる．  

2005 年度から北陸先端科学技術大学院大学ではサイエンスカフェ形式のワークショップを開催し

ている．2009年度からは，能美市と継続的に環境問題の解決に向けたサイエンスカフェを実施してい

る．これは，地域の課題解決にむけて地域を中心とした「自主・自立・自考」という側面から実施さ

れるものである．本研究ではこれを事例として，特に個々人が有している“知識・知見”を外部世界と

しての“サイエンスカフェ”を“場”として知を共創していると捉える．その観点から，サイエンスコミ

ュニケーション手法のサイエンスカフェを地域で課題解決するための実践的な理論として考察する． 

2. 研究内容 

北陸先端科学技術大学院大学で実施されているサイエンスカフェでは，専門的な知識を有する人物

による目的に応じた話題提供を経てグループワークを実施する．その後，参加者間全体でも知識を共

有するというプロセスを経る．地域で課題解決をするためには，地域の当事者同士で議論をすること

が重要である．地域の活動者は，自らが実行する活動やプロジェクトにおいては非常に深い知識を有

しているが，全体に於いてどのようにそれらが位置付けられるのか，どのような役割を担っているの

か，という点における認識は十分ではない．地域の関係者間で有意義な議論をするためには，大学と

いうこれまでの利害関係とは違う“場”を用いてファシリテーターを交えることで個々が発言しやすく

活発な議論が可能となることが分かってきている．このとき，ファシリテーターは，個々人と外部世

界（サイエンスカフェ）を繋ぐ触媒の役割を担っている．ファシリテーターはサイエンティフィック・

コミュニケーターと言い換えても良い．この役割は，1.グループでの議論の最中に，連続的に，個々

人の発言内容を付箋に書き留めて，模造紙に構造化する，2.より議論が活発化したり，深めたりする

ように個々の知を引き出すという，というものを担う．これにより，参加者が暗黙的に認識していた

り有している知を形式的（目で見える形）にすることになり部分的な理解から全体的な理解へとする

ことが可能となる．ワークショップとしてのサイエンスカフェは，触媒としてのサイエンティフィッ

ク・コミュニケーターにより，地域の課題解決において効果的に機能をしている． 

3. まとめ 

 これまでのサイエンスカフェでの実践を地域で有用な理論へと昇華するためには，分野を超えた幅

広い議論が必要である．本発表を通じて地域での知識共創の在り方や手法に関して議論を深めたい． 
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地域医療とローカルナレッジの融和 

‐震災医療支援を通しての地域医療の再生‐ 

Integration between community medicine and local knowledge 

 :Re-organizing the local healthcare after the earthquake 
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1. 研究の背景と目的 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災以降、東北地域ではこれまで潜在的にあった地域医療の体制の欠陥

が潜在化することになった。特に地域の総合病院の一つである石巻市立病院が津波で機能不全に陥っ

た石巻エリア、医療行政の対応が遅れた気仙沼の両エリアではこれらの課題が顕著に出てきていると

言える。またこれらの背景には地域における慢性的な医者不足、少子高齢化に伴う医療ニーズの増大

などの全国の各エリアに共通する地域医療の問題点が背景として指摘されている。本研究では、震災

復興過程で浮かび上がった地域医療の課題を整理すると同時に、震災医療支援から見えてきた地域医

療の新たな形を示すことでの今後の地域医療政策への貢献を目的とするものである。 

 

2. 研究内容 

今回の震災被害の特徴は広域な被害エリア、自治体や医療施設の被災、津波による多数の死者、生存

者に対しての緊急医療のニーズの少なさ等が挙げられる。一方で高齢化の進む地域であったため被災

者には高齢者・要介護者も多数存在し、避難所や仮設住宅においても多様な医療ニーズがあり、地域

におけるプライマリーケアのニーズが非常に高かったことが言える。これらは被災地に限らず、今後

多くの地域で予想される変化であり、今回の震災はこれへの早急な対処がもとめられたという点で非

常に価値の高いモデルケースといえる。本研究では「リディラバ」などを始めとする社会貢献性の強

い団体が支えてきた、日本プライマリケア連合学会の震災復興プロジェクト PCAT（Primary Care for All 

Team）のおこなった医療支援策を一つの示唆として研究対象とする。当研究での論点は「地域医療に

おけるプライマリーケアの重要性」「従来の医療チームよりも多様な職種による医療チームの必要性」

「被災地における在宅医療支援などにおけるローカルナレッジと医療行政の融合の重要性」の３つで

ある。 
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Strategic Corporate Alliance Framework for Servitization 
H.M.Belal, Kunio Shirahada and Michitaka Kosaka 
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Abstract 

Now-a-days, service is the driving force for making additional values on products in manufacturing industry. The 

capability of serving total values to customers and cultivating relationships with customers is the key differentiator 

for firms. Therefore, manufacturing companies try to share their knowledge and other resources through alliance 

among partners in order to increase their capabilities and performances of existing processes. Before making any 

alliances, company has to choose right partners who can satisfy with customers’ requirements and increase 

Company’s performing capabilities. There are many prospects for pure manufacturing company to engage in as 

servitized firm. However, only a few studies have been targeting on how manufacturing company can realize 

these prospects. An effective design process is one of opportunity for adapting servitization but for building an 

effective design process a systematic corporate alliance model is really necessary. However, the relative 

framework has not been developed. Hence, the purpose of this paper is to build a conceptual corporate alliance 

framework for realizing servitization. Direct observation method for primary sources of data and literature review 

relating corporate alliance and servitization were employed in this paper. Findings reveal that a successful 

strategic corporate alliance needs the specific factors which are the fundamental requirements for developing 

suitable service design method which enables manufacturing company to shift to servitized firm. The design 

process will play a key part in manufacturing system, namely in innovation, designing, producing and delivering 

of core product as well as value. A suitable design process can make a bridge between company and customers 

through identifying customers’ requirements and sharing knowledge. 

The proposed framework could be helpful to find out the suitable companies for alliance in terms of knowledge, 

customers, technologies and other resources. Furthermore, it will contribute to developing design process method 

for service co-creation as well as servitization. 

 
Keywords  

Service Value co-creation, Servitization, Design Process, Strategic alliance and organizational shifting. 

 

1. Introduction 

Now-a-days more and more corporation throughout the world is adding value to their core corporate offerings 

through services. The trend is pervading almost all businesses, is customer demand-driven & perceived by 

corporations as sharpening their competitive edge. (Vandermerwe & Rada, 1988). Service is the application of 

competences for the benefit of another (Vargo and Lusch, 2004). Service value creation includes customer 

involvement in service innovation (SI) (e.g., Alam, 2002; Abramovici and Bancel-Charensol, 2004), the roles of 

service and how it adds value to the outputs of primary (agricultural and resource-based) and secondary 

(manufacturing) industries (e.g., Allmendinger and Lombreglia, 2005; Howells, 2004; Sandberg and Werr, 2003; 

Wise and Baumgartner, 1999). 
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It is a fact that the world is shifting to the services, the escalation of services is one of the key trends witnessed in 

recent years, and is perceived in the changing economic landscape in the USA, Asia, and Europe; where services 

constitute bulk of the national output and employ majority of the workforce (Johnstone, 2008).The national GDP 

of developed economies also driven by service sector. Gradually, services have achieved greater recognition at the 

internal level as they develop into a source of achieving sustainable competitive advantage (Bowen et al., 1991). 

In this circumstance, pure manufacturing in developed economies is under massive pressure (Neely, 2007). Today 

Services and goods are sold together in single ‘value packages’ (Wise and Baumgartner, 1999, Correa et al., 

2007) by many companies. i.e. General Electric (Mathieu, 2001) and IBM (Davis and Heineke, 2005) etc;. Rada 

(1988) honestly declared that “Modern corporations are increasingly offering fuller market packages or ‘bundles’ 

of customer-focused combination of goods, service, support, self-service, and knowledge”, and the company 

innovating-increasing its capabilities and processes to better create mutual value through a shift from selling 

product to selling Product-Service Systems.(Neely, 2008, Baines et al 2009). They coined it as the strategy of 

Servitization. The ongoing moving from a traditional industrial society to a knowledge-based society trend is 

saturating almost in every businesses, while this strategy is proving increasingly popular with policy makers and 

academics (Neely, 2007). However, the journey of servitization and its adaptation by a typical manufacturing firm 

is very tough, where many opportunities are available (Uchihiral, Kyoya & Kim, 2007) for pure manufacturing 

company to engage in product-based service oriented businesses, but there is no any actual process of achieving 

those opportunities. Again, many significant literature and theoretical discussion available in the general field of 

strategic organizational change, but there are no models specific to the issues of servitization as a change process 

(Power et.al. 2009). 

 

Therefore, the main aim of this study is to discover and determine the type of company which would be 

appropriate for alliance, when a company wants to continue or move on service value co-creation process. The 

more particular objectives are to: propose a conceptual company alliance framework concerned with the 

company’s capabilities increase, which will be helpful for a manufacturing company to shifting typical 

manufacturing to knowledge and value-chain perspective. And it specifies the implementation of strategic 

company alliance in business and academic field. 

 

The transition process of pure manufacturing firm to successful servitization one is extremely complex, much 

more than the existent literature suggests, as its completely different way of thinking about the products and 

services offered by the institution. Service-centered business demands an effective transition strategy and its 

efficient implementation, parallel to maintaining managerial focus, employee motivation, design process, mindset, 

technological know-how, and supporting cultural shifts in the organizational blueprint as well as structure of an 

organization (Oliva & Kallenberg, 2003; Neely, 2008; Weeks, 2010). US Bititci, V Martinez (2003) and V 

Martinez & M Bastl (2010) strongly recommended that companies have to keep a constant flow of innovation, not 

only in terms of what is offered to the customer, but also in how products and services are designed, produced, 

delivered and marketed. So, when engineers design products try to design services, they encounter difficulties 

like; lack of organizational resource. Thus, a systematic corporate alliance as well as effective design method is 
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needed for designing product-based services more successfully and proficiently. However, the rest of the paper is 

organized as follows: Section 2 explains basic concepts, proposed model and its effectiveness; Section 3 verifies 

and analyzes the cases; Section 4 presents the idea of company form for alliance in the proposed concepts; and 

the final section 5 concludes the paper. 

 

2. The proposed concept regarding company’s strategic alliance towards  servitization of 

manufacturing industry  

 
2.1 Strategic basics of Company alliance 

The business alliance is an ongoing, formal, business relationship between two or more independent organizations 

to achieve common goals (Sheth and Atul, 1992) via sharing their knowledge or other resources and guiding their 

actions. According to current global business trend the company need to innovate of capabilities and process 

(Neely, 2008; Baines et al., 2007) for creating a mutual value and needed every resource to sustain, therefore the 

company pursues to access necessary resources by alliance. There are many business alliance theory has 

developed such as; Strategic options (Hurry, 1993; Kogut, 1991; Sanchez, 1993; Grant & Baden, 2004), 

resource-dependency (Barley et al; 1992, Guezkow, 1966; van de Ven, 1976), etc. According to resource based 

theory; (Barney; Conner, Prahalad & Wernerfelt) for greater achievement, the company must identify, select, 

develop and organize the bundle of tangible and intangible assets as well as tacit know-how. Thus, firms must 

always remain in a dynamic capability building mode, retaining its capacity to renew and augment (Shuen and 

Pisano) for the lack of significant resources that help to adapt with global current business fashion.  

 

However, Combining products and services together requires a different approach to design from that of 

specifying components to meet performance requirements (Ramaswamy;1996, Pugh; 1991) as pure manufacturing 

firm’s viewpoint being revise from product centric to customer centric (viewpoint of servitization strategy). So, 

the company needs to improve its performing capabilities to matching with new vision that be able to connect 

customers for gathering their experience and utilize this mutual knowledge, skill and experience to deliver 

continuous value aim to make delight them. A strategic corporate alliance can play major role in enhancing the 

competitive advantage of firms (Kogut, 1989) and (Doz and Hamel, 1998) but it is difficult to manage (Bleeke, 

Ernst,1993) and identification the type of company for alliance then connect with customer is core challenges that 

half the alliances formed end up as failures .  

 

This research investigates on three types of company’s vision; those are; technology based, knowledge based 

and customer based and this discussion help to determine the type of company for better positioned to enjoy 

greater alliance success and value creation with their alliance portfolio that can formulate as victorious 

servitization 
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2.2 Basic concepts illustrated in the proposed model  

 
 
 
 
  
  
 
  
                  

  
 
 
                                    
                                

 
 
 

2.3 Effectiveness  

The design process must tie the gap between customers’ requirements and the firm’s capabilities of doing. So, 

when a typical manufacturing firm wants to move for value chain perspective then it’s essential to prepare itself as 

an able for serving total value. The proposed framework (figure-1) has directed that the company ‘A’(host 

company) and company ‘B’(guest company) is getting alliance where both are sharing their core strengths and 

extending business line-up with increasable capabilities (‘A+B’ companies knowledge/competencies) and with 

revised vision (Service value co-creation vision). This new dealing is ready to perform together with 

customer/user or idea maker (See figure-2; 3-Dimention knowledge space approach (Kosaka, 2010) for 

developing new solution by analyzing knowledge space. The solution varies on customer’s experience, knowledge 

and needs, as the customer’s experience, knowledge and needs are dynamic. 

  
 

                                          
 
  
 
 
 
 

 

Principle, Philosophy, 

Values, Competencies,etc; 

Extend Business line-up with service 

value co-creation Vision Servitization 

Company-C (A+B) 

Company Consumer 

Customer 

Market-A 

Market-B 

B to B alliance 

Company-B 

Vision-B 

Company-A 

Vision-A 

B to C alliance 

Service value 

co-creation process. 

Figure: 1; Strategic corporate alliance framework for successful servitization  

Provider Recipient 

Nike’s knowledge 

 (Host Company) 

Apple’s knowledge  

(Guest Company) 

Customer/User  

Company knowledge  

Experience, Needs  

New Solution; Nike+iPod Sports 

 

Knowledge Space  

Fig: 2; 3-Dimension knowledge space approach; for users’ value co-creation; source; Kosaka, 2010. 
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3. Verification through the case analysis (A successful collaboration of Nike and Apple） 

This case aims to express how manufacturing firms can go to value chain perspective for sustain competitive 

advantages by sharing their competencies and by co-creating experiences and needs of value with users. 

 

Think…Mr.’X’ is jogging and his running-shoe’s advance technology-knowledge system began to keeping 

track of every of his step. Report showing that he runs 1.76 miles in 18 minutes and 36 seconds and burned 168.72 

calories. Not only that it is also keeping in touch with music, collecting Mr.X’s rough information about his live 

and analyzing as well then providing feedback that can be helpful for upgrade in his live for better health, better 

habits and better performance. 

 

It was On 23 May 2006, the athletes Lance Armstrong and Paula Radcliffe, at an event in New York, the 

Apple’s CEO innovation master Steve Jobs and the Nike’s, CEO Mike Parker is attended and they together with 

announced a partnership between these two famous global organization named Nike+iPod. This business alliance 

aimed to launch of innovative products with the campaign slogan of “Tune your run”(Apple – Press Release, 

23/05/2006). 

 

CEO of Apple Steve Jobs; announced that “the company decided to work with Nike in order to elevate together 

music and sport to a new level of performance” and by same tune Mike Parker CEO of Nike coined that 

Nike+iPod resulted from forming a partnership between two global brands that have a mutual passion, i.e. creation 

of products or services that let the user enjoy new experiences full of innovation and design, as well as an 

effective change in the way people perceive and do sport”. So, in this corporate alliance between Nike and Apple, 

goal was to co-create users’ value that able to make satisfy of stakeholders as well as help to gain competitive 

advantages of both parties. 

 

The Nike+Apple shares their competencies and strength aim to developing a new product (solution)  

that connects music and physical exercise. The Apple provides its know-how and experience (electronic 

equipment, players and digital music) and Nike provides its advance technology and design of running shoes, 

again other side the user (idea makers- Steve Jobs & Mike Parker ) allocate their experience, needs, knowledge 

etc.;. By the combination of those knowledge and technology the ‘Nike+iPod sport kit’ has come out as novel 

solution that is co-creating users’ value. 

 

‘Nike+iPod Sport Kit’, designed with a sensor and a receiver for the iPod Nano player. This wireless sensor 

which communicates with the receiver and works exclusively with Nike+ shoes and iPod nano to give you 

real-time feedback about individual performance during training. The users’ can select their exercise from 

personal training list. This automatic sensor is very fine to provide the information about foot movement, rhythm, 

distance covered, time, and calories burned.   

The Nike+ consumers will be members of this global community called ‘Nike+ community’ and it is able to 

links consumers all over the world by which the users’ can enjoy the feedback of their activities individually or 
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together with other members in any part of world. The user will automatically connect with the nikeplus.com site 

when the receiver connected to a computer from the iPod. The ‘Nike+iPod Sport Kit’, is main responsibility for 

this community’s success (Hispanic PR Wire - Press Release, 03/04/2008) as well as sharing and creating value.  

For Nike; ‘in the past the product was the end point of the consumer experience, now it is the starting point’ and 

serve continuous value to customer. 

 

4. Considerations regarding company type for alliance of the proposed model  

 
4.1 Technology based vision company 

The modern organization is very eager to match with current trend of global economy. Technology is performing 

an important role for organizational sustainability as well as keeping in right path of business growth. The 

technology-based firm’s core power from its co-evolution with modern and advance science and technology so it 

becomes increasingly important. The current economy is calling as service economy by many recognized scholars 

and it is associated with the mixture of technologies, knowledge and other resources. The technology-based 

company is very often engage in technology modification and technology related partnering aim to increase the 

company’s capabilities and it is the requirement of value centralization, value sharing-serving and increase 

customer connection. For example; Nike and Apple sharing their knowledge and technology (by doing alliance 

in 2006) that creating new ‘knowledge-space’ and it is collaborating with customer experiences which is helping 

to develop new solution as Nike+sports kits.   

 

Dabholkar 2000; Meuter et al. Forthcoming- openly stated that the employee-customer interaction is an 

essential feature of service marketing. But we believe that company-customer interection is more effective rather 

only with employee (one part of company). Now-a-days in many cases, products and services exist as digital 

information and can be delivered through information based channels (Rayport & Sviokla, 1995:14) and the 

customer-company interactions significantly create a ‘knowledge space’. This ‘knowledge space’ has a great role 

of service value co-creation with customer. Thus, the technology can make an organization more effective and 

efficient for serving value but the success of business generating dependent on the ability of effective use of 

technology and customer accessibility.   

 
4.2 Knowledge based vision company 

From the last two or three decades, most businesses and even  some manufacturing organizations such as IBM, 

General Electric, Rolls Royce, Siemens, Xerox, Parkersell and Canon focus on knowledge to see their business 

from a knowledge perspective. Knowledge creation and apply it for value co-creation with a view to achieving 

competitive advantages is main goal of company as ‘knowledge is the most strategically significant resource of a 

firm (Grant,1996a)’ and ‘knowledge-bases and capabilities among firms are the main determinants of sustained 

competitive advantages & superior corporate performance’ (Decarolis and Deeds, 1999; Winter & Szulanski, 

1999) .The knowledge grows when it is shared (Sveiby, 1997,pp.19-20) and people competencies, company’s 

structure (internal structure - patents, vision, aim, concept, model, design process, administrative system and 
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External structure - relationship based setting, company’s reputation, images, brand value, trademarks; are main 

responsibilities of knowledge creation. The typical knowledge based company selling or sharing knowledge to 

other businesses and people or employees are their core assets, who are highly qualified professionals. The 

knowledge based view of company gives more priority to intangible assets than their visible assets. 

 

However, knowledge Transfer; “Competence is transferred most effectively when the recipient participates in the 

process” (Sveiby, 1997, pp.43-46). So, not only employees and organizational internal-external structure are 

acting role for creating knowledge based value, the customers is also special to encourage the development of 

competencies with their experience, demands and expectations and its changeable over time. Thus, the customers 

are considered as important parts to knowledge based vision of an organization. But in current perspective when 

global economies have started to compete on the basis of value delivered by shifting their market share from 

manufacturing to more product-service oriented systems (Wise and Baumgartner 1999; Neely, 2008).  As a 

result, the major challenges for manufacturing organization relate with vision knowledge acquisition and 

continuous service value co-creation with customer.  

 

4.3 Customer based vision company 

More and more markets are characterized by global competition (Carvens & Shipp, 1991). The market is changing 

rapidly, competition is enduring, and customer demands as well as expectations are fluctuating over the time. 

Resources are distributed unevenly among competitors in a market (Day, 1994a; Slater, 1997). In this situation, 

firms are also very aggressive over customer retention as well as new customer acquisition by satisfying them. 

Peter Drucker (1973) also honestly speaking that. ‘To satisfy the customer is the main mission and purpose of 

every business’ (p.79) and customer satisfaction is achieved when superior value is delivered by the business 

(Slater, 1997). Therefore the manufacturing companies targeting sustainable competitive advantage through value 

serving to customer and according to meeting this principles the companies are reviewing its philosophy as 

‘customer centric’ from product centric. . 

 

In current trend of global business, the value co-creation is a strategic weapon and ongoing concern in building 

and sustaining reasonable benefit where the customer-organization contact point plays an important role 

(Uchihiral, Kyoya, Kim, 2007). Therefore, if we think according to resource-based way that allows for the 

possibility of superior performance by a firm , based on its possession of a specific combination of resources that 

is valuable, rare and difficult to imitate (Barney,1991) then customer is the most significant resource of 

co-producer, or co-developer of value, knowledge, imperfect information (Morgan,1995) and competencies. 

According to Hammer (1996) “A process perspective on a business is the customer’s perspective…A perspective 

requires that we start with customer and what they want from us, and work backward from there” (p.12). Thus, 

understanding and learning about customer and their continuous changing demands is essential that utilize for 

organize customer value delivery process as well as for building customer value-based culture.  
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5. Conclusions 

The servitization is one of core strategy in modern movement of business that could be able to make a company as 

sustainable one in market but for adapting a servitization strategy company’s need to follow some strategic steps. 

This study has discussed the challenges of company alliance that faced by manufacturers adopting servitization. 

This paper conducted in response to current lack of strategic corporate alliance framework among business to 

business and business to customer. The developed corporate alliance framework of this paper showed how firms 

can sustain competitive advantages by sharing their competencies and through co-creating experiences of value 

with users/customers that will help to pure manufacturing firm for realizing servitization. This research also 

provides the basic standpoint on technology, knowledge and customer based organization that will make sense to 

identify the type of company for getting alliance. Moreover, for practitioners, this research has presented a real 

life case study, where the case companies are really successful through sharing its technology and knowledge by 

which the collaboration’s experiences of both companies will help to support of understanding how the alliance 

helps to develop new solution for customer and how a company can move from traditional product-centric to 

value chain perspective. Therefore, it is a fact that for moving value chain perspective as well as adapting 

servitization strategy, the successful strategic corporate alliance is required.  

Further research is vital to discover that ‘A new model for servitization of manufacturing industries based on a 

concept of knowledge space’.  
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笑いを媒介にして接合される「歴史」と現代 
             THE History and the present which are joined through laughter  

 

                     道合裕基 

                                     Doai Hironori  

 

                  京都大学大学院人間・環境学研究科 

          1Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University      

 

【要約】高校までの「歴史」の授業で学習する事件・人命等の用語を現代の文化と結び付けて紹介する「カノ

ッサの屈辱」という番組がかつて放送されていた．そこでは，本来は何の関連性も見出せない「歴史」と現代

文化を用語の発音や意味内容等の類似性に基づき，ゆるやかに結び付けていた．その結合術は，「笑い」を媒介

にしており，受験以外では，ほとんど使うことがないであろう「歴史」に関する知識を巧みに利用している．

本稿は，この「カノッサの屈辱」に見られる「歴史」に関する知識の利用を知識創出の実践の一つとして捉え，

その「笑い」を媒介とした結合術の諸相について考察し，「教材」としての可能性を提案するものである． 

 

【キ―ワード】カノッサの屈辱 歴史 笑い 結合術（アルス・コンビナトリア） 

 

１．はじめに 

  現在，高校までの教育課程において「日本史」や「世界史」といった「歴史」に関する科目を学習すること

になっている．しかし，そこで学習する「歴史」についての知識は，「歴史」に対して興味を持っている人以外

は，受験のために仕方なく覚えなければならない無味乾燥な膨大な用語群にすぎない．この「歴史」に関する

知識を「笑い」を媒介として，現代の文化現象に結び付けて活用した番組として「カノッサの屈辱」が挙げら

れる．本稿は，以下に「カノッサの屈辱」における「歴史」と現代文化現象との結合の諸相とその「教材」と

しての可能性について考察していくことを目的とする．まずは，考察を進める上での前提となる「カノッサの

屈辱」の概略を述べた上で，その「歴史」と現代との架橋法の諸相を見ていくこととする． 

 

２．「カノッサの屈辱」について 

「カノッサの屈辱」は，１９９０年４月から１９９１年３月まで，毎週月曜日の２４時４０分から２５時１

０分にかけてフジテレビ系列で放送された番組である．この番組中においては，「クイズ」，「チョコレート」等

の現代の文化現象を大学での歴史の講義風に展開しており，番組の進行役として俳優の故・仲谷昇を歴史学の

「教授」という設定のもと起用し，毎回異なるテーマを「講義」として採り上げ，「期末試験」，「卒業試験」等

の回が放送される等の凝った番組構成になっていた．また，放送された２４時４０分から２５時１０分という

時間帯にもかかわらず，平均６パーセントの視聴率（「出席率」と番組内では，呼ばれる）を獲得しており，番

組終了後に東京池袋西武百貨店で，「カノッサの屈辱展」が催されたほどの人気を誇った．その後，２００７年

には，携帯電話の歴史を採り上げたスペシャル版が放送されている．なお番組名は，「世界史」で学習する１０

７７年，教皇グレゴリウス７世に神聖ローマ皇帝ハインリヒ４世が破門解除を乞うた事件に由来するが，番組
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内容とは直接の関連性はなく，「歴史」をパロディ化した番組であることから「歴史」で学習する用語でインパ

クトの強い用語である「カノッサの屈辱」が，番組名に選ばれた程度の意味合いしかない． 

 上記のような番組に関する予備知識を踏まえた上で，具体的に「歴史」と現代の文化現象がいかに擬えられ，

結び付けられているかをいくつかの事例を挙げて，概観していくこととする． 

 

３．「歴史」との接合の諸相 

３．１「形態状の類似性」による接合 

 「カノッサの屈辱」において「歴史」と現代の文化現象を接合するにあたり，両者の類似性の発見が重要に

なっている．以下に類似性の発見の際に参照される項目別に具体例を挙げて紹介する．まずは，「カノッサの屈

辱」における接合法として「形態状の類似性」に着目した事例を見ていく． 

例えば,アイスクリームの歴史を扱った「アイスクリーム・ルネサンス史」の回では，番組冒頭部分において，

高校までの「日本史」の授業で学習する古代の文字を記した薄い木の棒である「木簡」と現代の「アイスクリ

ームの棒」をその形態状の類似から繋げる．そこでは，両者が同じく木製の板で，文字が書かれているという

共通点で結び付けている．「木簡」に関する歴史学的説明に付け加え，「アイスクリームの棒」に記された「ア

タリ」，「ハズレ」，「ヒット」等の文字を卜占の名残ではないかという歴史的事実とは異なる説明を付与してい

る．但し，最初の方に「木簡」に関する「正しい」説明を述べ，後半に「オチ」となる説明が成されるため歴

史的事実を誤認しないようになっている． 

 また，自動車の歴史を扱った回では，導入部で，ラスコーやアルタミラの壁画を「集落の結束を高め，狩猟

での繁栄を祈願した呪術的性格を帯びていた」と紹介する一方で，日本の暴走族の手による「 鏖
みなごろし

」や

「情可亜達
ジ ョ ー カ ー ズ

」と書かれた「落書き」を「集落の結束を高める」ための「壁画」と言い換える．「なぜ彼らが，こ

のような難しい漢字を知り得たか歴史学上の謎である」と説明し，こうした社会に対する投げやりな態度と

「道路
ど う ろ

交通法
こうつうほう

」を破る活動を「交禁
こうきん

の乱
らん

」（黄巾
こうきん

の乱
らん

のもじり）と呼ぶ等と次の節で触れるような「言葉の類

似性」に基づく説明を付加している．こうした「形態状の類似性」に基づく接合は，映像媒体であることを活

かしており，映画・演劇等で形態の類似したもので画面の展開を繋いでいく「グラフィック・マッチ」の手法

と重なる．佐伯順子は，泉鏡花の映画化作品を論じる中で，この「形態状の類似」の多様とその効果について

言及している．（佐伯，２０００）「カノッサの屈辱」においても本来は，何の関連性も見出せない事象を「形

態状の類似性」により結び付けるという「グラフィック・マッチ」的手法が使用され，その無関係な両者が結

び付けられたことで視聴者に「驚き」や「笑い」を与えている． 

 

３．２「言葉の類似性」による接合 

 次に「言葉の類似性」に基づく接合の事例を見ていくが，この事例が最も多く番組中に登場する．「歴史」の

用語と「同音」であるという点に注目し結び付けるものや中には強引な単なる「駄洒落」のレベルに留まるも

のも存在するが，後述する用語の「意味内容の類似性」と重ねることで，「駄洒落」からの飛躍を試みている．

例えば，ビールの歴史を日本史における幕末維新史に擬えた「幕末ビール維新」の回にこの傾向が顕著である．

「幕府
ば く ふ

」の表記を，ビールの原料である麦の字に変換した「麦府
ば く ふ

」から始まり，「一揆
い っ き

」を一気飲みの「一気
い っ き

」

に置き換えたりしている．また，「新撰組
しんせんぐみ

」をビールの商品名である「新鮮組
しんせんぐみ

」に置き換えて紹介する一方，「公武
こ う ぶ

合体
がったい

策
さく

」を「キレがあるのにコクがある」という「酵母
こ う ぼ

合体
がったい

策
さく

」というように「言葉の類似性」に基づく「駄
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洒落」的展開を繰り広げている．更に，チョコレートの歴史を扱った回では，「白鳳
はくほう

文化
ぶ ん か

」，「国風
こくふう

文化
ぶ ん か

」とい

った用語を空気の入った「エアインチョコ」が隆盛した「白
はく

泡
ほう

文化
ぶ ん か

」，チョコフレーク等が台頭した「穀風
こくふう

文化
ぶ ん か

」

といった紹介がなされて，番組の後半部分では，チョコレートの舌触りを各社が競った戦いを「壇ノ浦
だんのうら

の戦い
たたかい

」

に擬え，「舌
たん

の裏
うら

の戦い
たたかい

」と表現し，「平氏
へ い し

一門
いちもん

」に擬した「明
めい

治
じ

一門
いちもん

」（明治製菓を指す）が衰退したという

ように説明される．このように「カノッサの屈辱」は，「駄洒落」に関してベルクソンが述べるように，一つ一

つは単純な「言葉遊び」にすぎない「駄洒落」を何個も重ねることで齎される笑いの効果を高めている．（ベル

クソン，１９７６）「言葉の類似性」に基づく接合だけであれば，「笑い」を引き起こす量は増幅するが，「駄洒

落」のレベルを超えるものではない．そこで，以下に述べるような「意味の類似性」に基づく接合と「言葉の

類似性」は併せて使用されることが多く，「駄洒落」からもう一段階発展させ，接合法のレベルを磨いている． 

 

３．３「意味の類似性」による接合 

前節で概観した「言葉の類似性」と重なる点があるが，「意味の類似性」に基づく接合法についての事例を以

下に採り上げる．まずは，比較的結び付けることが容易な日本の戦国時代を「お笑い」の歴史に擬えた「戦乱

の世・お笑い武将の萌芽と栄華」の回を紹介する．ここでは，織田信長に反旗を翻し，成功した明智光秀が，

すぐに討ち取られたことを示す「明智光
あけちみつ

秀
ひで

の三日
み っ か

天下
て ん か

」を芸人ぼんちおさむを明智光秀に擬し，北野
き た の

武
たけし

の番

組の裏番組でレギュラーを獲得したが，すぐに番組が打ち切りになったことを「織田
お た

ケ
け

氏
し

」に謀反を起こした

「ぼんち光
みつ

秀
ひで

の三日
み っ か

天下
て ん か

」というように説明される．「ぼんち光秀」と「明智
あ け ち

」の駄洒落は苦しいが，「三日
み っ か

天下
て ん か

」

の意味する内容との類似性でカバーし，その後の説明で「織田ヶ
お た け

氏
し

」は，天下を取ると思われたが，「撮叡山
さつえいざん

」

焼き打ち（フライデー襲撃事件を指し，比叡山
ひえいざん

焼き打ちと掛けてある）を行い，失脚したと述べられる． 

また，クイズの歴史を西洋思想史の展開に重ねて説明する回では，番組冒頭で，人類最古の「謎」として有

名なスフィンクスの問いが紹介される．その後，現代の司会者・久米宏を哲学者ソクラテスに擬えた「ソクメ

ラテス」を登場させ，解答者にヒントを与え，正解に導く様子を「問答法」と呼び，解答者の個性の強さ，主

に珍解答を述べることが正解率よりも重視される風潮を「無知の知」と説明する．このようにソクラテスにつ

いて学習する「問答法」や「無知の知」といった用語を意味内容の類似性を用いて，かつて放送されていたク

イズ番組「ぴったしカン・カン」における司会者・久米宏やその番組での様子等を繋いでいる．つまり，ソク

ラテスとソクメラテスという段階においては，単なる「駄洒落」にすぎないが，ソクラテスが真理探究の際に

用いた「問答法」の意味内容をクイズ番組における正解へと導くためのヒントとの類似性を見出し，結び付け

ていることで，「駄洒落」よりも一段階高めているのである． 

他にも思想家ルソーの「自然に帰れ」という言葉を「倉本
くらもと

聡
そう

」作のドラマ「北の国から」とを結び付け，「倉本
くらもと

ルソーは，「北の国から」で，主人公の素朴な語り口を通して，「自然に帰れ」と説いた」というような説明や

和田勉演出のドラマ「阿修羅
あ し ゅ ら

のごとく」を偏見に満ちた人々を描いた和田ベーコンの「イドラのごとく」と置

き換えた説明が成される．ここでは思想家ベーコンの唱えた偏見を指す概念「イドラ」を駄洒落で繋ぎ，ドラ

マのタイトルとその演出家名に置き換えている．しかも，その説明は，ただ単に「駄洒落」で繋ぐだけでなく，

「イドラ」という用語の意味を含んだものとなっている．このように，「意味の類似性」を見出し，「歴史」に

関する知識と現代のクイズやドラマ等の知識との接合を実践していた． 

 

４．接合術（法）についての考察 
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 今まで，「カノッサの屈辱」において見られた「歴史」と現代文化との接合において参照される項目毎に事例

を挙げて概観してきたが，以下にその接合術に関する考察を行う． 

 異なる事象同士を繋ぐ方法として，美術史における「マニエリスム」の技法がよく知られている．そこでは，

本来結び付くことのない事物が同一の画面上に結び付けられており，その手法は，後の「シュールレアリスム」

の手法と重なることが多く，ロートレアモンの「手術台の上で，ミシンと蝙蝠傘が出会う」という言葉に両者

の特徴がよく捉えられている．こうした「マニエリスム」の特徴は，よく一言で「アルス・コンビナトリア（接

/結合術）の美術」と表現される．（スタフォード，２００６，高山，２００７）この「アルス・コンビナトリ

ア」（接/結合術）の手法は，文化人類学における構造主義の理論とも重なる．例えば，構造主義の代表的な人

類学者レヴィ＝ストロースの有名な著作『野生の思考』は，三色スミレの絵が表紙になっている．一見すると

ただの装丁のようだが，これは，原題の「パンセ・ソバージュ」（野生の思考）と「パンセ・ソバージュ」（三

色スミレ）が同音であることに由来する一種の「掛け言葉」になっている．（小田，２０００）つまり，本来は，

何の関連性もない「三色スミレ」と「野生の思考」とがその「言葉の類似性」（同音）によって結び付けられて

いるのである．このような「言葉の類似性」（発音に基づく）による接合法は，全てを紹介出来た訳ではないが，

「カノッサの屈辱」において多くの事例が見られた．そこでは扱う対象が異なるが，「歴史」の用語とビールや

チョコレート等の現代文化に関する用語が結ばれていた．本来は，関係性を見出すことの難しいもの同士を繋

げ，「驚嘆」（驚異）をもたらすという「マニエリスム」の精神との親近性が浮上してくるのである． 

また，こうした「類似性」を重視する思考様式は，神話等の起源譚における説明部分にこの傾向が顕著であ

る．小田亮は，神話の比較研究について述べた論考の中で，日本の連句の事例を挙げ，ゆるやかな連想に基づ

く結合術について説明している．（小田，１９９４）神話は，動植物・人類の文化や世界の起源について「手近

な材料」を使い，形態・色彩・意味等の「類似性」に基づいてゆるやかな連想による説明を行うという性質を

持つ．（佐佐木，２００７）例えば，筆者が調査したアイヌの動物起源譚について見れば，シシャモという魚は，

ヤナギの葉が変化したものだから形状がヤナギの葉に似ているというような説明が行われたり，ライチョウは

サケが変化したものだから外見は似ていないが，ライチョウの肉の味はサケの味がするといったように魚類と

植物，鳥類と魚類といった本来であれば，結び付かないもの同士を「類似点」（形態・味覚等）を発見し，結び

付けて，説明を行っていた．（道合，２０１０）アイヌの事例では，身近な動物について説明する際に，同じく

身近な動植物を用いるという「ブリコラージュ」（器用仕事）としての性格を帯びていた訳だが，この結び付け

方は，「カノッサの屈辱」における「類似点」を発見し，関係のないものを繋ぐという実践と扱う対象こそ異な

るが，神話における接合法には，共通性があることが窺える． 

このように「カノッサの屈辱」において見られた「歴史」と現代文化の接合には，「形態」，「音声」，「意味」

等の「類似性」を発見し，繋げるという手法が用いられていた．それは，単なる「駄洒落」ではなく，「マニエ

リスム」の技法に顕著な「繋げることで，驚嘆させる」という精神と重なり，結合術（アルス・コンビナトリ

ア）を現代において実践した先駆的な試みだと言え，また構造人類学における「ブリコラージュ」（器用仕事）

とも重なる．つまり，「歴史」の用語という知識と本来は重ならない現代文化の用語とを組み合わせて利用する

実践とみなすことが可能となる． 

 

５．「教材」としての可能性と活用 

「カノッサの屈辱」に見られる結合術の諸相についての考察を進めてきたが，次に「カノッサの屈辱」を「歴
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史」学習の教材として活用する試みについての考察に移ることとする． 

石川県金沢市角間町にある金沢大学の共通教養科目として毎年開講される日本の神仏習合史を扱う「宗教学

Ｃ」の講義の最後の回において「カノッサの屈辱」が利用されており，クリスマスの歴史を「化学史」に擬え

た回を活用している．また，２００７年度には，文学部専門科目として「カノッサの屈辱」を７回程度扱った

「宗教文化論」の講義を行っている．講師は，金沢大学人間社会学域准教授で日本思想史専攻の清水邦彦先生

で，地蔵信仰史や水子供養の専門家として有名である．（１）「宗教学Ｃ」の受講者は，例年５０～６０人程度

で，尐ない年は３０～４０人程度となり，「宗教文化論」は，３０人程度であった．ここでは，「カノッサの屈

辱」を扱った「宗教学Ｃ」の講義の最終回と「宗教文化論」の講義の受講者の反応を紹介する．講義方法は，

前者・後者共に，「カノッサの屈辱」の映像を受講者に見てもらい，理解補助のためのプリントで補うという形

式である．「宗教文化論」の講義は，前半の７回で日本の「宗教文化」を扱い，後半の７回で「カノッサの屈辱」

を活用するという形式で行われた．戦後から平成の日本を「宗教」と「文化」の面から考察することを授業目

標に掲げており，このことは，「宗教学Ｃ」における授業目標である「日常，見過ごしている事例から研究の発

端を見つけること」とも連動していた．また，一方的な講義にならぬように毎回，出席確認の代わりに受講者

に感想・意見を書いてもらっていたが，その感想を見ていくと以下のような結果が得られた． 

（１）「宗教文化論」の講義では，最初に，番組についての概略を説明してから視聴してもらう場合と概略を説

明せずに視聴してもらう場合とでは，説明をしない方がより笑いを生みやすい．要は，インパクト重視の「出

オチ」的性格を帯びる． 

（２）また，番組内で扱われる「歴史」が，「日本史」で学習する内容の方が，笑いを生みやすく，「世界史」

で学習する内容を扱うと元の「世界史」の用語自体に馴染みがないケースが見られた． 

（３）「宗教学Ｃ」において，この授業は，「単位は取りにくいが，面白い」という意見やまだ受講していない

人に「受講を勧める」という答えが見られた． 

（４） また，クリスマスと化学史を扱うため，意外と理工系の学生の反応は良い． 

 

課題としては，「カノッサの屈辱」が，「歴史」学習の教材として，全ての回が活用可能という訳ではないこ

とが挙げられる．しかし，そこで採り上げられる現代文化現象の変遷史に関する雑学的知識を獲得するという

点では，どの回もよく整理されたものとなっており，E・H・カーの『歴史とは何か』からの一節「歴史とは

過去と現在との対話である」（カー １９６２）を番組の理念として持ち出し，偏りは見受けられるものの現代

の文化現象と「歴史」に関する知識を「笑い」を媒介として接合し，過去の出来事にすぎないと思われがちな

「歴史」の知識を身近なものにしていた．この「カノッサの屈辱」の接合法は，「歴史」学習が「無意味なもの

である」という主張の根拠として挙げられる「現代の私達に何の関係もないから無意味である」という言説に

対する抵抗の手段としての性質を帯びてくる．「歴史と現代の架橋」が希求されている中において，（萩野 ２

０１１）「類似性の発見」により結び付けられた直接は関連性がない「架空の歴史」とその中で展開した現代の

身近な文化現象の変遷史を辿ることが，「歴史」に対する興味・関心を醸成する入り口となる可能性をもつ． 

 中には，「歴史」の学習には，「笑い」等の不純物は必要ないという主張もあるだろうが，「歴史」に対する入

り口としては，「笑い」を媒介とした紹介法が，入りやすいように思われる．例えば，ある現在の「歴史」学習

に対する強い「問題意識」を持つと主張している研究者が，広く「歴史」に関心の無い人々にも興味を持って

もらうために，旅行家イザベラ・バードの著作から異文化交流史を考察するといった授業を行っていた．（２）
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しかし，その「歴史」学習による啓蒙を目指す深い問題意識は伝わるかもしれないが，元々「歴史」に興味・

関心を今まで持っていない受講者にとってイザベラ・バードは，入りやすい入り口とは言えない．尐なくとも，

あまり「馴染みのない」内容から入るよりは，「笑い」を媒介とし，現代文化と架橋した「カノッサの屈辱」か

ら「歴史」の初歩を学習した方が入りやすいように思われる．現に「単位は取りにくいが，面白い」という意

見が見られることから興味を持つに至る受講者がいることは確かである． 

 今後，大学の教養課程だけではなく，中学校や高校での初歩の「歴史」学習の補助教材として活用・実践し，

その受講者の反応や関心を持つきっかけとなるか否かの調査が課題となる． 

 

 ６．おわりに 

 これまで，「カノッサの屈辱」を題材として，その番組内において「歴史」に関する知識（事件や人名，用語

等）を関連性の見出せない現代の文化現象とをいかに結び付け，利用しているかを採り上げてきた．そこでは，

単なる音の類似性に基づく「駄洒落」のレベルから歴史用語と現代文化の用語との意味内容，または，「木簡」

と「アイスクリームの棒」の例に見られるような形態の類似性に基づいて繋ぐ「言い換え」のような接続法を

行っていた．その結合法は，基本的には受験でしか使用することがないであろう「歴史」に関する知識を「笑

い」を媒介として活用しており，「マニエリスム」や構造人類学の結合法との共通点が見られた．その結果，「日

本史」，「世界史」の概略的理解に資する所があり，そこで扱われる現代の商品文化史に関する「歴史」や雑学

的知識についても学習することが可能であった．これは、番組の理念としてしばし，言及される E・H・カー

の「歴史とは過去と現在との対話である」という言葉と繋がり，現代文化の変遷史を通して，結び付けられた

「歴史」という過去との対話を部分的に可能としていた．       

しかし，「カノッサの屈辱」は，「歴史」を学習する上での興味を持つきっかけとして資する所はあるが，膨

大な「歴史」での学習範囲の全てをカバーするものではない等の課題も併存している．今後は，「カノッサの屈

辱」を補助教材として有効活用出来るように他の教材と組み合わせることが求められる．（３） 

 

注 

（１）金沢大学国際学類・清水邦彦先生（日本思想史・地蔵信仰史研究）の「カノッサの屈辱」の教材化の実践に依る．清水先生 

には，本稿を作成するにあたり，有益なアドバイスをいただいた． 

（２）批判的に言及しているため，実名を挙げることは避ける．但し,イザベラ・バードの著作の翻訳・紹介等の研究についてでは 

なく，興味を抱くきっかけとしての妥当性に疑問を呈していることを付記しておく． 

（３）番組中で「現代」の事象として取り上げられていることが，番組放送から２０年以上経過したことで，「過去」の出来事にな 

ってしまい，受講者が若いとその関連知識に関する説明等が必要になる等の事態が生じる．例えば，俳優・勝新太郎を勝海 

舟に擬えた「勝
かつ

新 舟
しんしゅう

」という人物が登場し，「咸臨丸に乗って，ハワイを目指し，そのまま帰って来なかった」という説明 

がなされるが，勝新太郎が，ハワイにおいて覚醒剤所持で逮捕されたという事件を知らないという意見や勝新太郎自体を認 

知していないということから「笑い」が生まれないという事例がある．   
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ピアプロダクションコミュニティにおける協同:	 

ソーシャルキャピタルからの分析	 
Cooperation on commons-based peer production community: 

Analysis from social capital  
	 

山田広明 1)，橋本敬 1) 

YAMADA Hiroaki1)，HASHIMOTO Takashi 1) 

 
1)北陸先端科学技術大学院大学	 

1) Japan Advanced Institute of Science and Technology 
	 

【要約】豊かに社会とは何か．それは創造的な形で社会に関与する機会が平等に与えられる社会ではな

いか．本論文では，社会への創造的関与のための公共空間として，ファブラボを構築する必要性を主張

する．次に，ファブラボにおいてなぜ，いかに創造的な協同が成立するのかを明らかにすることを目的

に，ソーシャルキャピタルに注目して行った調査の結果を報告する．結果から，参加期間が一ヶ月程度

の者では，コミュニティ内でのネットワークが構築できずに共同が形成できないこと，またファブラボ

の特徴である制作に関わる共有知識の利用にも習熟できていない事が示唆された．ここから，共同のた

めの公共空間の構築のためには，新規参加者においてネットワークが構築される仕組みを明らかにする

こと，また，彼らにおいて共有知識がいかに働くかを突き止めることが重要な課題であると考える． 
 
【キーワード】ファブラボ，コモンズベースド・ピアプロダクション，ソーシャルキャピタル，協同 
 
1. はじめに 
1.1豊かに生きるために	 
豊かに生きるためには何が必要なのだろうか．特に，生存に必要な物質的要件がほぼ満たされた先進

国諸国において，私たちには“更に”何が必要なのだろうか． 
公衆衛生の分野では，古くから健康，幸福，豊かさといった概念について多くの議論が積み重ねられ

てきた．それらは well-beingや QOL(Quality of Life)という概念で議論され，多くの定量的指標の開発と
その向上を目的とした施策の研究が進められてきた．近年，社会疫学と呼ばれる分野で，健康（より具
体的には寿命）の増進に関与する社会経済的要因を特定するための研究が進んでいる（例えば，川上, 
2006）．この議論の中で注目されている要因の一つが，ソーシャルクラスの高低，すなわち社会的身分
の高さ低さ，である．マイケル・マーモットは，ソーシャルクラスの高低と寿命の長短が関連すること
を，イギリスにおける実証研究から明らかにした(Marmot, 2005)．そして，この現象を説明するための探
求の過程で，更に，自律性と社会参加の機会という二つの要因が寿命に関与することを発見した．ここ
で自律性とは，生活における自身の裁量権の高さを指す．ここから彼は，ソーシャルクラスの高い者達
は，自律性と社会参加の機会が高く，故にそうでない者達より寿命が長いという議論を展開した． 
ここで問題にされている寿命は，豊かさという概念を構成する一側面でしかないことは事実である．

しかし，彼らが指摘し，その関連性を明らかにした自律性と社会参加という要因は示唆に富む．自律性
を高め社会参加の機会を増やす事とは，つまり，自分の力（裁量）で社会に働きかける機会や能力を持
てるようになる事，と言えよう．これは確かに豊かに生きるための要件でありそうだ．さて，ここに思
い切って一つアイデアを付け加えたい．それは，自身にとっての創造的な形で，という条件である．自
分の裁量と創造性の下で，社会へ働きかける機会や能力を持てること，これは心豊かに生きるための一
つの核心を捉えているように思える． 
始めの問いに戻ろう．生存に必要な物質的要件がほぼ満たされた先進国諸国において，私たちは更に

何が必要なのだろうか．それはマイケル・マーモットに習い，自律性の拡大と，社会参加の機会の増大
だと考える．ここにもう一つ，各人にとっての創造的な形での社会への関与，という条件を付け加えた
い．以上の三つの要件を増大させることの必要性，およびそのための社会的仕組みの構築の必要性を主
張するのが本章の意図である． 
1.2 現状，問題，そして希望 
現在の私たちのライフスタイルを振り返ってみよう．大多数の人々は，会社や家庭という組織に所属

し，そこでの使命を遂行することを第一に生きている．例外はあるにせよ，そこには自身のアイデアと
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裁量に基づいた創造的な社会への関与の機会は少ない．もちろん，一部の社会的身分が高い人々はこの
機会に浴せる可能性が高い，しかし，その他多くの普通の人々はこの機会を得ることはままならない．
このような不平等，機会の絶対量の少なさは，解決できない問題なのだろうか．いや，何かしらの社会
的仕組みによって解決可能な問題であると信じる． 
近年，コモンズベースド・ピアプロダクション（Commons-based peer production，共有財に基づく共同

制作）(Benkler, 2006)と呼ばれる形態の，創造的組織が多数出現し，大きな成果を残している（例えば，
LinuxやWikipediaなど）．コモンズベースド・ピアプロダクションを行うコミュニティ（以降，短縮し
てピアプロダクションコミュニティと呼ぶ）では，多数のボランティアの協同の下，制作に関わる様々
な資源（主に知識に関わる資源）を共有しながら，目を見張るような成果が生み出されている．その協
同と創造のコミュニティは，Web上での仮想的な繋がりとして形成されることが多かった．しかし 2000
年前後から，コモンズベースド・ピアプロダクションの行動様式や価値観は保ちつつも，物理的な共有
スペースを持ち，対面での繋がりを重視しながら協同と創造を行う，新たな組織が生まれだした(例えば，
FabLab や Hackerspace など)．その一つにファブラボ(FabLab)がある．ファブラボとは，3 次元プリンタ
やカッティングマシンなどの自動工作機械を備えた，誰もが使える市民制作工房である(Gershenfeld, 
2005)．その物理的な共有スペースは，誰もが利用可能という意味で全ての人々に開かれている．また，
運営は，ボランティアや利用者に支えられながら，しかし見るべき成果を産み出し続けている．  
1.3社会への創造的関与のための公共空間の構築	 
ファブラボは，既に存在し成功している，社会への創造的関与の機会を生み出す公共空間と言えるの

ではないか．ファブラボに関与する者達の多くは，余暇の楽しみとして，自身の教育の機会として，自
分の力で社会に影響を与えたいという野心から，そこに関わっている．また，彼らの多くは自分の仕事
と生活の場所を別に持っている．ファブラボは，社会に対して，会社でも家庭でもない第三の道として
の社会関与の機会を生みだしている．まさに公共空間と言えるのではないか．社会への創造的関与の機
会を全ての人々に開くべきである，またその機会を作り出す公共空間とのしてのファブラボを構築すべ
きであるというのが，本論文の一点目の主張である． 
ところでファブラボは，会社組織のような強固な連帯ではなく，趣味のコミュニティやボランティア

のコミュニティのように広く緩い連帯により形成されている．会社組織よりも緩い繋がりでかつ，通常
の趣味のコミュニティより明らかに生産的である．この連帯の下では，通常の組織と異なるメカニズム
で協同が形成されているように思える．社会への創造的関与のための公共空間としてのファブラボを真
に理解し，設計するためには，この協同のメカニズムを明らかにすることが必要である．  
 
2. 研究目的	 
本研究の目的は「ファブラボにおける連帯はいかなるものか．そこでは，なぜ，いかに創造的な協同

が成立するのか」を明らかにすることである． 
ところで，ピアプロダクションコミュニティの特徴は，コミュニティが開かれており人員の流動性が

高いことと，制作に関わる知識を共有財として管理しながら，共同制作をおこなうこと，の二点である
と考える．この二点に注目し，以降で特に念頭に置く，一つの問いと仮説を述べる． 

短期的な参加者がコミュニティの多くを占めるなかで，ファブラボではなぜ・いかにして創造的な協
同を成立できているのか．そこには共有財としての知識が重要な役割を果たしているのではないか．
具体的には，共有財としての知識が何かしらの役割を果たし，短期参加者の協同を促進しているので
はないか． 

 
3. モデル 
本章では，ピアプロダクションコミュニティの特徴を具体的に整理することを目的に，ファブラボに

ついての簡単なレビューを行い，その特徴の要約を試みる．次に，理論的な背景として協同を成立させ
るための社会的な資源であるソーシャルキャピタルに注目し，その議論に基づきファブラボにおける協
同のメカニズムのモデル化を試みる．ソーシャルキャピタルに注目する理由は，普遍性が高く応用可能
性が高い理解を得たいがためである．そのためには，個人の特性や事例固有の工夫といった点からでは
なく，その組織形態・価値観・行動規範・制度といった社会関係や社会構造の点から問題を明らかにす
る必要がある． 
3.1 FabLab 
コモンズベースド・ピアプロダクションの精神と価値観の下，2001年前後に，Massachusetts Institute of 

Technologyの Professor Neil Gershenfeld(1)の主導により，活動が開始されたのがファブラボである．ファ
ブラボとは，3 次元プリンタやカッティングマシンなどの自動工作機械を備えた，誰もが使える市民制
作工房である．多くのファブラボは，小数の常勤職員と多数のボランティアによって維持され，収益を
上げることを第一の目標としない利用料無料の公共施設として運営される．一方，利用者には，単なる
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サービス受給者と振る舞うのではなく，コミュニティメンバーとして振る舞うことが求められる．具体
的には利用者にも，共有と共助の態度が徹底して求められる．多くのファブラボでは，運営者と利用者
が共に責任と役割を分担して，コミュニティの維持と管理を行う形態を指向する． 
歴史 
最初のファブラボは，Prof. Neil Gershenfeld 主導の元，MITの全面的な支援により，インドとアフリ

カの辺境に作られた(Gershenfeld, 2005)．その意図は，人々の創造力を引き出すファブラボのような施設
と文化があれば，どのような場所であっても，素晴らしい発明やイノベーションが起こせる事を示すこ
とにあったという．実際，その目論みは成功し，インドとアフリカのファブラボでは，いくつもの発明
やサクセスストーリーが作りだされ，ファブラボの有効性と意義が証明された(2)． 
その後，ネットワークは拡大を続け，2012年 1月時点で，世界各国に 101のファブラボが設立されて

いる(3)．その数の増大に伴って，ファブラボ間を繋ぐネットワークや組織の構築が活発に行われている
(4)．また近年はファブラボコミュニティ内での規範や自己定義の制度化・明文化の動きもあり，2007
年には FabLab憲章が(5)，2011年には FabLabの定義が起草された(5)．この FabLabの定義とは，その施
設がファブラボと名乗るために最低限満たしているべき条件である．また近年では，全米の全ての小学
校の中にファブラボ相当の施設と教育システムを整備することをゴールとしたプロジェクトなども進
行している(6)． 
文化(7) 
ファブラボでは，ファブラボ内で産み出された全ての知識（例えば，設計についての知識，機械の操

作方法，制作物の設計図，プロジェクトのマネジメント知識など）を，文章化・公開・共有することが
強く推奨されている．また，施設を一般の人々も利用できるようにすることも強く推奨されている．そ
の価値観は，次のようなより明示的・暗黙的な規範を通して実質化され，文化と言えるような集団の行
動パターンを形成している（次に上げるのは，あくまで一例である．全てのファブラボで共有されてい
る規範ではないことを注意する）． 

・	 制作のハウツーや設計図のデータを公開し共有するWebサービス(8)の利用を，常日頃から推奨する．
またそうしたサービスで公開されたデータを利用することも推奨する． 

・	 ファブラボを利用して制作したものについては，その制作手順やデータを文章化して公開すること
を決まりとする． 

・	 利用者には，ファブラボで学んだ知識を，更に他の利用者に伝えることが推奨される．また，利用
者同士での教え合いが推奨される． 

・	 運営スタッフは，利用者の制作を代行するという形での支援は行わず，道具と方法の知識のみを利
用者に教える．これにより利用者の習熟と知識の獲得を期待する． 

・	 ファブラボの定義として，最低，週に一度の市民への一般公開を義務づける． 

特徴 
ファブラボを特徴づけるものは，制作に関わる知識を共有し相互教育を重視する文化(9)，開かれたコ

ミュニティへの指向(9)，この二つと言ってよかろう．加えてもう一つ重要な特徴がある．それは，共有
する知識の種類についてなのだが，ファブラボでは制作に関する知識や技術をコード化(10)したものを
共有し，そのコード化された知識が共有財として中心的な役割を果たしている．特徴をまとめれば次の
三つになる．  

特徴1.	 知識を共有する文化と相互教育を推奨する文化が確立している．  

特徴2.	 誰もが利用できる，全ての人に開かれた施設やコミュニティを指向する．具体的には，図書館の
ような地域社会に密着した公共施設を指向する．  

特徴3.	 制作に関する知識や技術をコード化して共有する．そのコードが共同制作の際に共有財としての
中心的な役割を果たしている．  

3.2 Social Capitalからの協同のモデル化 
協同を生み出す社会的要件を分析する視点として，ソーシャルキャピタル（Social Capital, 社会関係資

本）についての議論がある．ソーシャルキャピタルとは，社会的機能の効率化に寄与するような協同や
協調行動を活性化させる，社会的要素を指す概念である (Putnam, 1992)．ソーシャルキャピタルを構成
する具体的な要素として，1)社会への一般化された信頼，2)互酬や相互扶助の規範，3)水平的で多様な
人的ネットワーク，の三つが挙げられることが多い(例えば，稲葉(2011)や内閣府経済社会総合研究所
(2005))．これらは個人が持つ社会的資源として解釈される場合が多い．またこの三点が確かに，社会的
効率や，健康に寄与していることが，多くの実証研究から示されている(例えば，Kawachi(2007))． 

Ⅳ2-3



知識共創第 2 号	 (2012)	 	 	 

 

このソーシャルキャピタルの三要素と，ファブラボの特徴として整理した三つの要素に注目し，ファ
ブラボにおいて協同が形成されるメカニズムを表すモデルを構築したい． 
ソーシャルキャピタルの三要素が協同の形成に寄与するロジックは次である． 

1) 広く多様なネットワークは，様々な人との接触を増やし，より多くの範囲の人との協同の機会を生む． 

2) 一般的信頼は，見ず知らずの人間への警戒心を低くし，より多くの範囲の人との協同の機会を生む． 

3) 互酬・相互扶助の規範の確立は，一度成立した協同関係を維持させ，同じ人との繰り返しの協同の
機会を増大させる．   

また，ファブラボの三つの特徴が，協同に寄与する経路として考えられるのは次である． 

特徴1.	 知識の共有と相互教育の文化は，他者からのサポートや施しを受ける機会を増やし，参加者のコ
ミュニティに対する一般的信頼を形成させる． 

特徴2.	 開かれたコミュニティであることは，新規参加者のアクセシビリティを上昇させ参加の機会を増
やし，コミュニティに関与する人々のネットワークを多様化させる． 

特徴3.	 コード化した知識を共有することは，①教育を行うコストや技術を習得するコストを下げ，新規
参加者の継続的参加の可能性を高め，コミュニティに関与する人々のネットワークを多様化させ
る．②知識を共有するコストを下げ，コミュ
ニティに対して知識を提供する機会を増やす．
その行動の繰り返しにより互酬と相互扶助の
規範が確立する． 

以上の，協同形成を促進する経路を踏まえ，ファブ
ラボでの協同形成のメカニズムを表すモデルを，図
１に示す． 
以降の章では，ここで構築した協同形成のモデル

を作業仮説として，既存のファブラボを調査した結
果を議論する． 
 
4. 方法 
本研究の目的は，新規参加者の協同を形成する要因と共有された制作に関わる知識の働きに特に注目

しながら，ファブラボにおける協同の仕組みを明らかにすることである．そこで，日本国内に存在する
一つのファブラボ（以下，対象ファブラボと呼称する）にて，運営者と利用者，合わせて 12 名を対象
に質問紙調査を実施した． 
新規参加者の協同を形成する要因を議論するために，便宜的に，関与の期間が 6ヶ月未満の者を新規

参加者群，6 ヶ月上の者を長期参加者群と分けた．そして，新規参加者群において，ソーシャルキャピ
タルのどの部分を醸成されているのか／いないのか，ファブラボの特徴についてどの部分を習得してい
るのか／いないのかを検討した．そこから新規参加者における協同を促進している／促進していない経
路を明らかにできると考えてである． 
対象 
調査対象者の 12名の選出の基準は，2011年 7月 30日に対象ファブラボに勤務していた者もしくは利

用していた者である．なお調査対象とする利用者には，実際に対象ファブラボの施設を利用したりスタ
ッフと制作をおこなった者のみを含め，施設の見学のみの者は除いた．調査対象者の内訳は，中核運営
スタッフ 3名，ボランティアスタッフ 7名，利用者 2名である． 
手続き 
調査は 2011 年 7 月 30 日に実施された．質問紙への回答は，時間が空いた対象者から順に行われた．

調査者はその都度，調査の主旨の説明を行い，回答時間に制限は設けないことを伝えた．回答は調査者
の立ち会いのもと行われ，質問紙は回答が終わった対象者から順に回収された． 
設問の設計 
モデル（図１）に示した各要素の状態を評価することを目的に設問を設計した．具体的な質問文と選

択肢については付録に記す．質問紙は，個人の属性に関する項目，ソーシャルキャピタルに関する項目，
知識共有に関する項目，協同の実践についての項目から構成した． 

図１：ファブラボの協同形成モデル 
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ソーシャルキャピタルの，ネットワークの広
さについては，何人の人とどれだけの回数で共
同制作を行ったかを聞き，回数を重みとして乗
じた人数をカウントした．そしてこれを指標と
した．質問の方式には， Name generator 
method(Baker, 2000)を用いた．コミュニティへ
の信頼については，JICA 国際協力総合研修所
(2002)を参考に，その信頼を直接聞いた．信頼
を向ける範囲として，対象ファブラボ，ファボ
ラボコミュニティ全体，日本国内全体，の三点
で信頼をした．互酬・相互扶助の価値観につい
ても，JICA国際協力総合研修所(2002)を参考に，
ファブラボの背景を考慮した，具体的状況での
互酬・相互扶助的行動への判断を聞いた． 
ファブラボの特徴である，開かれたコミュニ

ティであるかという点については，包括的な指
標ではなく，各人の対象ファブラボに来る頻度
から評価した．共有と共助の文化については，
知識共有に対して肯定的か否定的かを聞いた．
コード化した知識を共有するとい点について
は，そのやり方を知っているか，実際にやった
経験があるか，という二点から聞いた． 
アウトカムである協同の回数については，

Name generator method で聞いた協同の回数を
単純に足し合わせたものを一つの指標にし，対
象ファブラボで得たコラボレーションの機会
の数を二つ目の指標とした． 
分析方法 
調査対象者を，対象ファブラボへの関与期間

の長さから二群に分け分析をおこなった．具体
的には，関与期間が 6ヶ月未満の者を新規参加
者群とし，関与期間が 6ヶ月以上の者を長期参
加者群（対象群）として，特に新規参加者群に
注目しながら，群間の差異を検討した． 
質的な尺度項目については，肯定的／否定的

または高い／低いで二区分し，その差異を
Fisherの正確確立検定にて検定した．区分の仕
方については付録に記した．量的な尺度項目に
ついては，F検定にて等分散性を確認した後に，
その差異を Studentの t検定を用いて検定した． 
 
5. 結果	 
表１は，新規参加者群／長期参加者群別の，

各項目の集計結果である．右端の列には，Fisher
の正確確立検定と，Student の t 検定を行って
算出した p値が掲載されている．有意差がある
項目は，その指標で新規参加者群と長期参加者
群に差があることを意味する． 
結果は，ソーシャルキャピタルのネットワー

クについては，1%の水準で有意差がみられた．
開かれたコミュニティであるかについては，
5%の水準で有意差がみられた．コード化した
知識の共有（方法の知識）については，10%の
水準で有意差が見られた．コード化した知識の
共有（実戦経験）については，5%の水準で有
意差が見られた．アウトカムである協同の回数

表１：新規および長期参加者の状況 
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については，1%の水準で有意差が見られた．以上の各指標では，新規参加者群の値が，長期参加者群の
値に比べて有意に低いと解釈できる．それ以外の項目については有意差は見られなかった． 
 
6. 議論	 
本研究の目的は，新規参加者の協同形成の要因と

制作に関わる共有知識の働きに注目しながら，ファ
ブラボにおける協同形成の仕組みを明らかにする
ことである． 
新規参加者群の値が長期参加者群の値に比べて

有意に低かった項目に注目し，そこに網掛けをした
絵が図２である．アウトカムである協同の回数は，
一方の指標では 1%の水準で有意差が見られたが，
もう一方の指標では 10%水準でも有意差が見られ
なかった．しかし p値はかなり小さい値であったの
で，総合的に判断して，協同の回数は差があるとし
た． 
協同形成で重要な役割を果たすのではないかと思われていた，コード化した共有知識は，平均一ヶ月

の集団では，まだ利用されていない事が分かった．また協同も形成されていない事が分かった．以上か
ら，始めに想定した，短期参加者の協同を促進するコード化した共有知識，という仮説は破棄せざるを
得ない．また，ネットワークのみが形成されていない事から，この点が新規参加者の協同形成のボトル
ネックとなっている可能性がある．逆に考えれば，ネットワーク形成を促進する仕組みさえ特定できれ
ば，協同を生み出す事ができるとも捉えられる．次では，コード化した知識がネットワーク形成を促進
する仕組みについて，二つのアイデアを検討したい． 
異なる知識・技術レベルの人々を繋ぐ媒体としてのコード化した共有知識 
共同制作などの高度な協同では，知識や技術・経験の差が大きな障害になる．この障害は，互酬・相

互扶助の規範や信頼だけで乗り越えられるものではない．一方，コード化された知識の利用は，素人で
も比較的容易に制作のための技術や知識を扱えるようになる，というメリットをもたらす．ここで一つ
仮説を考えたい．それは，コード化された共有知識が，異なる知識・技術レベルの人々の間での共同を
促す，コミュニケーション媒体になるのではないか，というアイデアである．コード化された知識はプ
ログラムという形で文章化されている．したがって，それをたたき台として問題点の共有をしたり，役
割分担を考えたりすることができる．これは，例えば新規参加者と長期参加者の間で起こる，共同以前
の段階での様々なコミュニケーションの困難をいくらか和らげるのではないか．また，それによってコ
ード化した共有知識は共同を促進するのではないか． 
信頼の指標としてのコード化した共有知識 
他人と知人友人関係になるには（つまり，ネットワークを形成するには），自分が相手を信頼するば

かりでなく，自分も相手に信用されなければならない．ソーシャルキャピタル論では，もっぱら自分か
らコミュニティへの信頼が問題にされるばかりで，コミュニティから自分への信頼は議論されない．二
つ目のアイデアは，コード化した知識の利用や創出が，コミュニティからの信頼を計る客観的な指標に
なっているのではないか，という事である．例えば，共有知識を利用しその維持に貢献したことが，長
期参加者が新規参加者を仲間と認めて一目置く切っ掛けとなるような事は十分想像できる．また，不特
定多数の人間が関わるため，誰が信頼できるか分かりにくいピアプロダクションコミュニティでは，共
有知識への貢献という明確な尺度が，コミュニティでの信頼のシステムを支える重要な仕組みに思える．  
限界と今後の課題 
今回の研究ではいくつかの改善点がある．設問項目については，共同の回数が標準化されていないこ

と，コミュニティが開かれているかを客観的に計れていないこと，ネットワークの形成についてその広
さと強度は考慮できているが水平さなどの構造が検討できていないこと，が上げられる．共同の回数に
ついては，当然長期間参加している者の数が多くなるので，それを踏まえて，例えば最近１ヶ月での頻
度を聞くというような工夫が必要であった．また研究のデザインの限界として，新規参加者を通時的に
追跡しその変化を追うことも必要だろうし，今回は同一ファブラボ内で群分けして比較検討したが，異
なるファブラボや異なるコミュニティを対照群とすれば明確に出来る点も更に増えるだろう． 
当初の仮説に対して否定的な結果が出たが，共同のための公共空間の構築のためには，新規参加者に

おいてネットワークが構築される仕組みを明らかにすること，また，彼らにおいて共有知識がいかに働
くかを突き止めることが重要な課題と思える．また，議論で新たに検討した仮説を確かめるためには，
いくつかの尺度を開発する必要がある．具体的には，各自へのコミュニティからの信頼を評価すること
が必要である，また，コード化された共有知識が共同の形成へ影響するか否かを確かめるためには，コ
ード化された共有知識の利用が始まる時点を特定する必要がある． 

図２：短期参加者に形成されていない要素 
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注 
(1) 2012年 2月時点での所属は，The Center for Bits and Atoms, Massachusetts Institute of Technology 
(2) インドやアフリカではなく，アフガニスタンの例だが，ファブラボで何が生み出されるかは例えば次が参考になる．
Amy Sun (2009), “NSF Annual Report Jalalabad Fab Lab CCF-0832234”, <http://www.fablab.af/docs/NSF-CCF-0832234_Annual_Report.pdf> 

(3) http://wiki.fablab.is/wiki/Portal:Labs にリストがある． 

(4) 例えば，Fab Academy<http://fabacademy.org/>の運営, International Fab Lab conference< http://fab7.pe/site/english/index.html 
>の開催, Fab Lab Association<http://fablabinternational.blogspot.com/ >の組織などである．（すべて 2012年 2月 19日閲覧） 
(5) FablabJapan内の「FabLabの定義と FabLab憲章」のページを参照．http://fablabjapan.org/fab-charter/ （2012年 2月 19日閲覧） 

(6) University of North-Texas, Institute for the Integration of Technology into Teaching and Learningが主導する，”The FabLab Classroom: 
Preparing Students for the Next Industrial Revolution”というプロジェクト．http://iittl.unt.edu/IITTL/itest/fablab_web/ （2012年 2月 19日閲覧） 
(7) 歴史，文化，特徴の項目の論述は，FabLab Japan発起人の慶應義塾大学，田中浩也准教授へのインタビューに基づく情報が多い． 

(8) 例えば次のような Web サイトを利用して，設計図や制作手順の共有・発展がおこなわれている．
Instructables<http://www.instructables.com/>, (Un)limitedDesignContest<http://unlimiteddesigncontest.org/>, ProtoSpace<http://www.protospace.nl/fabmoments>, 
Thingiverse<http://www.thingiverse.com/>, 100kGarages<http://www.100kgarages.com/>（全て 2012年 2月 19日に閲覧） 
(9) 前述の「FabLabの定義と FabLab憲章」に明確に述べられている 

(10) 制作に関する知識や技術をコード化するとは，ここでは，制作作業や手続きを自動工作機械のプログラムという形
でコーディングすることを指す．ファブラボでは，数値制御の自動工作機械を多数設置し，その機械を用いて制作をおこ

なうことが多い(11)．これにより，複雑で個別性の高い制作技術や知識が，制作手順をコードに翻訳する技能と機械の操
作方法の技能に一元化される（設計の知識は別に必要であるが）．また，コード自体を他者と交換したり共有することで，

同じ工作機械がある場所でならどこででも複製が可能になる．また改良も格段に容易になる． 
(11) ファブラボに置かれる機械類のリストは次が詳しい．http://fab.cba.mit.edu/about/fab/inv.html 
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付録 
質問紙の設問文と選択肢を記す．選択肢については各設問の下に記した．選択肢群の間に引かれた縦棒は，二区分す

るさいに，肯定的／否定的もしくは高い／引くいの２つのカテゴリに分けたカットオフ値である． 
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ソーシャルキャピタルに関しての項目 
（1.については，協同に取り組んだ人数をネットワークの指標とした．ここで繋がりの強さを評価するために，協同回数
を重みとして利用して，指標化した．） 
1. 過去半年間に，当該ファブラボにおいて，あなたがよく制作を手伝ったり手伝われたりした方，協同で仕事に取り組

んだ方を，5人まで思い浮かべてください（相手には，ファブラボの利用者，他所・他国のファブラボスタッフなど
も含みます）思い浮かんだ順に，その方の目印としてご自分に分かりやすい表記（イニシャルやニックネームなど）

を記入してください． 
自由記述（人名を記入する）	 

1. その方と一緒に協同作業をした「回数」を選択してください． 
１．10 回以上，２．9-5 回，３．4-3 回，４．1,2 回	 

2. あなたは，当該ファブラボの関係者について，どのくらいの人を信じますか？（当該ファブラボの関係者には，利用
者も含まれます）あてはまるもの１つに○をつけて下さい． 
１．ほとんどすべての人，２．半分程度の人，｜３．少数の人，４．誰もいない	 

3. あなたは，他所・他国のファブラボの関係者について，どのくらいの人を信じますか？（他所・他国のファブラボに
は，全ての地域，国籍のファブラボを含みます）あてはまるもの１つに○をつけて下さい． 
１．ほとんどすべての人，２．半分程度の人，｜３．少数の人，４．誰もいない	 

4. あなたは，国内の旅先や見知らぬ土地で出会う人について，どのくらいの人を信じますか？あてはまるもの１つに○
をつけて下さい． 
１．ほとんどすべての人，２．半分程度の人，｜３．少数の人，４．誰もいない	 

5. 「誰かが公開した知識を利用して新たな知識を産み出したなら，産み出した知識を公開することでお返しをすべきだ」
この主張に対してあなたはどう思いますか？あてはまるもの１つに○をつけて下さい． 
１.賛成する，２.どちらかと言えば賛成する，｜３.どちらとも言えない，４.どちらかと言えば反対する，５.反対する	 

6. 「同じプロジェクトに従事する他のメンバーであれば，求められなくとも自身の判断で自発的に手助けをすべきだ．」
この主張に対してどう思うか．あてはまるもの１つに○をつけて下さい． 
１.	 賛成する，２.どちらかと言えば賛成する，｜３.どちらとも言えない，４.どちらかと言えば反対する，５.反対する	 

ファブラボの特徴に関しての項目 
7. あなたがファブラボに来る頻度をお教えください．あてはまるもの１つに○をつけて下さい． 

１．毎日〜週数回程度，｜２．週１回〜月数回程度，３．月１回〜年数回程度，４．年数回より少ない頻度	 

8. 「私やあなたが産み出した知識や発見は，他の人と共有すべきである」この主張に対してあなたはどう思いますか？
あてはまるもの１つに○をつけて下さい． 
１.賛成する，２.どちらかと言えば賛成する，｜３.どちらとも言えない，４.どちらかと言えば反対する，５.反対する	 

9. ものづくりに関する知識の共有を目的としたWebサービスがあることを知っていますか？（例えば，”Instructables”, 
“Thingiverse”, “Ponoko”, “Etsy” などです） 
１．知っている，｜２．知らない	 

10. で述べたような，ものづくり知識の共有を目的としたWebサービスを利用したことがありますか？ 
１．ある，｜２．ない	 

協同の頻度に関しての項目 
11. （協同の回数については，1の協同の回数のみを用いて指標化した．回数を単純に積算したものを指標にした） 
12. ファブラボを通して，今までは新たな人と知り合ったり，コラボレーションの機会を得た経験はありますか？あては

まるもの１つに○をつけて下さい． 
１．たくさんある，｜２．少しはある，３．ない	 

 
 
連絡先 
住所：〒923-1292	 石川県能美市旭台 1-1 北陸先端科学技術大学院大学 橋本研究室 
名前：山田広明 
E-mail：h.yamada@jaist.ac.jp 

Ⅳ2-8



知識共創第 2 号 (2012)   

 

 グローバル経済下の伝統的知識 
A Traditional Knowledge in the Global Economy 

 

廣川 祐司 1) 

HIROKAWA Yuji1) 

 

1)京都大学大学院人間・環境学研究科 
1) Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University 

 

【要約】2010 年 10 月に「生物の多様性に関する条約の遺伝資源へのアクセス及びその利用から生じる

利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」（以下，名古屋議定書）が，第 10 回生物多様性条

約締約国会議（COP10）において採択された．本稿はこの名古屋議定書において議論の対象となった，

遺伝資源に関する先住民の「伝統的知識」の保護の在り方について検討し，現代社会における経済のグ

ローバル化のもと，どのような対策を講じるべきかを問うものである． 

 

 

【キーワード】名古屋議定書，遺伝資源，伝統的知識，コモンズ，  

 

1. はじめに 

COP10において採択された「名古屋議定書」は，先住民の社会（indigenous communities）において醸

成・形成された「伝統的知識（traditional knowledge）」の保護することを目的としている．なぜなら，

生物資源・遺伝資源を医療目的として使用している先住民の伝統的知識が，経済のグローバル化を契機

として，特に先進諸国の製薬会社や研究機関において新薬開発の目的で利用され始めている為である．

本研究は，この名古屋議定書にみられるような国際的枠組みによって，先住民の伝統的知識を保護しよ

うとする動きに対し，特に人類学・民俗学の先行研究を踏襲することでその是非を問い，今後の展望に

ついて模索することを目的としている． 

 

 

2. 「伝統的知識」の保護に関する国際的枠組みの制定 

2.1 環境資源の保護をめぐるコモンズ研究からの問題提起 

 「伝統的知識」は先住民の生活の中から紡ぎ出された民俗知であり，彼らの生活文化として日常生活

に根付いたものである．このような民俗知を本稿では「文化資本（Cultural Resource）」として認識する．

ローカルな「文化資本」が経済のグローバル化によって，特に新たな医薬品開発において利用され，先

住民だけではなく全人類にとって有用なものとして認識されるようになる。これによってローカルな文

化資本は「グローバルな文化資源」へと変容するのである． 

 このような現象は，「文化資本」に関する議論よりも早く，「環境資源」において活発に議論され，

多くの問題提起がなされている．例えば，途上国における熱帯林などは，先住民にとって生活の基盤と

なる貴重な「ローカル・コモンズ」であった．しかし，地球規模で生じた環境問題や地球温暖化問題が

顕在化し始めると，その熱帯林は先住民の共有（共用）資源という位置づけから，二酸化炭素吸収源と

しての森（シンクの森）や環境資源の量・生物の多様性（種類）の観点から世界的に貴重なエリアとし

て，世界的に保護するべき対象であるという認識を持たれるようになる．これはローカル・コモンズが

全人類にとって有用な「グローバル・コモンズ」へと変容したということである． 

 その際問題となるのが，グローバル・コモンズ化した「資源」を誰が，どのように管理していくのか

ということである．これはその資源をめぐる「利用者」と「管理者」が異なる主体になってしまうこと

に起因する問題である．ローカル・コモンズとして認識されている時期であれば，「利用者」と「管理

者」が同一主体（先住民）であるが，その資源がグローバル化した場合，資源に関する利害関係者は極

めて多様になる．そのため，今回の COP10 のような多国間協議によって，国際的な枠組みを制定し，

そのルールに則って国家がその管理を担うという形が採られるのである． 

 近年，コモンズは（環境）資源の持続可能な利用・管理システムとして，環境分野において非常に注

目されている．しかし，その多くが「利用者」と「管理者」が同一主体である場合が多い．つまり，地
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域環境資源の枯渇を招くような「過剰消費」は，利用者である自分たちの生活を困窮させる要因となる

ために，所属する地域コミュニティや部族などのグループなどが，その利用量や利用方法を厳しく統制

し，制限をかけることによって持続的に（環境）資源を利用し続けることに成功しているのである．コ

モンズ論とは，そのような資源管理をめぐる民俗知や在地システムに注目し，それを環境問題の緩和に

向けて活用していこうとする研究である（例えば井上 2004 など）．コモンズ研究を進めていく上で注

意しなければならないのは，その環境資源に関する持続可能な優れたな利用・管理方法というシステム

の原理や知識のみを抽出してしまうことである．この点に関し，民俗学者の篠原徹は「実践知識のなか

に『持続』や『管理』や『保全』が他の民俗知識と一体となっているため，その側面だけをコモンズの

議論の俎上にのせるのはイーミックなレベルだけではなくエティックなレベルのことまで歪めてしま

う可能性がある」（篠原 2004, p. 51）と警鐘を鳴らしている．つまり，持続可能な地域環境資源の管理・

利用に関する知識や技法のみに注目があつまり，外部の研究者や環境ＮＧＯ，さらに政府等がそのシス

テムを研究しようとすることで，コミュニティ・部族内においても環境資源の管理・利用に関する知識

にのみ偏った価値を置くようになってしまうことが起こり得るのである．これらの知識やシステムは，

先住民（コミュニティ）の日々の生活の中で培われた民俗知であり，地域環境資源を「持続可能なかた

ち」で管理・利用できたのは，その地域の生活様式が世代を超えて継承されてきたからである．彼らの

生活様式と切り離された形で，彼らの知識等を保護する，または活用するということは，その持続可能

であったシステムの前提条件を破壊することになる危険性をはらんでいる．したがって，彼らの民俗知

を保護しようとする場合は，その知識そのものではなく，彼らの生活全体を保護していく必要があるの

だろう． 

 

2.2名古屋議定書の評価 ―文化資源としての伝統的民俗知保護の観点から― 

 環境資源を持続可能な形で管理・利用し続けるための民俗知の保護・活用に関するコモンズ論からの

問題提起は，決して環境資源を対象としたものに限られるものではない．本稿の対象とする「文化資源」

に関しても，同様の論理が当てはまるのではないだろうか． 

 このような観点から「名古屋議定書」を検証してみたいと思う．名古屋議定書の条項のうち，本稿で

留意すべきであると考える点は，下記の 3点である． 

 

 ①第 1条（目的） 

 この議定書は，遺伝資源および技術に対する全ての権利を考慮し，遺伝資源への適切なアクセ

スおよび関連する技術の適切な移転，ならびに適切な資金供与などにより，遺伝資源の利用から

生じる利益を公正かつ衡平に配分することを目的とし，もって生物多様性の保全とその構成要素

の持続可能な利用に貢献しようとするものである． 

 

 ②第 5条（公正かつ衡平な利益配分）の 2 

 各締約国は，先住民の社会及び地域社会が保有する遺伝資源の利用から生じる利益を，当該遺

伝資源に対するそれらの社会の確立された権利に関する国内法に従い，相互に合意する条件に基

づいて，関係する社会と公正かつ衡平に配分することを確保することを目的として，適宜，立法

上，行政上または政策上の措置をとる． 

 

 ③第 21条（意識啓発）の（ｇ） 

 各締約国は，遺伝資源および遺伝資源に関連する伝統的知識の重要性ならびに関連するアクセ

スと利益配分について，意識啓発のための措置をとる．当該措置には，特に次のものを含めるこ

とができる． 

（ｇ）遺伝資源および遺伝資源に関連する伝統的知識の利用者および提供者に対するアクセスと

利益配分に関する義務についての教育および訓練 

 

まず，①において注目すべき点は，先住民の遺伝資源に関する知識や技術を「権利」と位置付けたこ

とである．彼らの遺伝資源に関する「権利」を適切なアクセスができるように整備し，（医薬品開発な

どの）技術に活かすために，適切な資金供与を行うことが明記されている．これは，一見すると先住民

の遺伝資源に対する伝統的知識や彼ら自身を保護しているように思えるが，その背景には先進国側の思
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惑が存在するように思う．つまり，近代的な所有権意識など存在しない先住民のコミュニティに対し，

近代的な「権利」を付与し，国家やグローバル企業がその資源へのアクセスを容易にする．その結果，

先住民にとってその権利の価値を向上させることができるようにグローバル市場経済や国家へのアク

セス整備をしてあげるという誘因を先住民に提示し，資金提供によってより利便性の高い近代的生活水

準へと生活環境を改善してあげるという西欧近代的価値観の押しつけが見え隠れする制度であるよう

に思えてならない．また，先住民の「遺伝資源に関する」知識や技術を「権利」として位置付けること

によって，彼らの生活における民俗知のうち，「遺伝資源に関する」知識や技術に関しては「権利」と

して国家が認め，保護の対象となり，国家やグローバル企業によって保護すべき民俗知と保護に値しな

い民俗知とに区別されてしまう危険性がある． 

さらに②においてわかることは，これらの先住民の伝統的知識を管理する主体が「国家」と規定され

ているということである．国家が「立法上，行政上または政策上の措置」を取ることが定められており，

先住民の知識が国家戦略の 1つとして位置付けられるのである．また，その際先住民と国家との間で合

意を締結するようにと記されているが，その前提として「当該遺伝資源に対するそれらの社会の確立さ

れた権利に関する国内法に従い」との付記がある．アメリカやオーストラリアのような先進国の中には，

「先住権原」のような先住民の共同体的な権利と利益を保護するような国内法が整備されている国も存

在するが，特に途上国においては，先住民を保護しようとするような国内法の整備は不十分である．し

たがって，名古屋議定書を機に途上国においては先住民を保護するような国内法の制定を進める国も現

れると思うが，それはあくまで国家主導で制定され，その制定された国内法に則って，先住民との交渉

や合意形成が行われる点に注意が必要である． 

 先住民と国家との交渉や合意形成に関しては，もう一点留意すべきことがある．それは③についてで

ある．名古屋議定書の第 21 条においては，先住民およびその知識を活用しようとするグローバル企業

への意識啓発の事項が盛り込まれている．グローバル企業への意識啓発は，遺伝資源やそれに関する知

識を利用する際の注意喚起程度の意味しか持たないだろうが，先住民への意識啓発には注意が必要であ

る．遺伝資源を活用しようとする国家戦略に起因する国家の思惑によって，意図的な
、、、、

意識啓発・教育が

行われる可能性があるためである． 

 したがって，現代会において仮に名古屋議定書を評価するのであれば，先住民側の立場としては総じ

て望ましくないように思われる．なぜなら，遺伝資源の管理や利用にかんして，またその知識について，

先住民側に多くの選択肢が用意されておらず，国際的な枠組みおいて一定の方向性が規定されてしまっ

ているように感じられるからである．国際的な枠組みによる先住民の伝統的知識・民俗知，それに遺伝

資源の保護は，一見すると先住民を優遇する極めて望ましい取り組みのように思われる．しかし，民俗

学者の菅豊が指摘するように，一方で「地域文化がグローバル・ポリティクスに絡め取られてしまった

結果，その担い手である地域や人々のミクロな意思や思いや権利が，マクロで画一的なグローバル・ス

タンダードの背後に隠蔽されてしまっている」（菅 2010, p. 286）という危険性を含意した制度である

ことを忘れてはならない． 
 

3. 先住民の伝統的知識はどのように「保護」されるべきか？ 

3.1「知的財産権」化される伝統的知識 

 先住民の伝統的知識が国際的な枠組みや国家の立法上，行政上，政策上の方針によって，「権利」化

されるということは，先住民に遺伝資源の管理・利用に関する「知的財産権」が付与されるということ

に他ならない．この知的財産権の保護のあり方に対し，伝統的な保護主義を批判した代表的論者にアメ

リカの法学者である「ローレンス・レッシグ（Lawrence Lessig）」がいる．彼はコモンズの議論を踏襲

し，コモンズを「関連コミュニティ内部の人がだれでも，だれの許可を得なくても権利を持っているよ

うなリソース」（レッシグ 2002, p. 40）であると定義づけた．その上でコモンズの資源管理の有効性

に着目し，「インターネット上の所有権強化は技術革新を阻害する」との信念のもと「クリエイティブ・

コモンズ」という考え方を提唱した．インターネット上の知的財産権などの強化は，その知識を利用す

ることを困難にし，文化の様々な局面においてイノベーションの発展を阻害するとして，知的財産を「コ

モンズ」的に管理するべきであることを主張した．つまり，知的財産はオープンにし，「フリー」に利

用できるからこそ価値があるということである．以下にレッシグの知的財産に関する見解を端的に表し

ている箇所を抜粋しておく． 
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（知的財産への）「通常の値づけの配分機能は反生産的かもしれない．参加者は，その参加が有益な

『外部性』を他者のために作り出すようなこうした活動に参加することを奨励されるべきなのだ．こ

れは『参加が増えるほど，その活動の価値が減るどころか高まる』ケースだ．あるいはもっと厳密に

言えば，参加の増加からくる価値が利用の増加に伴うコストを上回る場合だ．こうしたケースでは，

価値は多くの人が共有の利益や規格や慣習に集まってくることから生じる．そうしてこうした場合に

は，リソースをコモンズに維持することが，万人にとってその価値が保存されることを保証する手段

となる．」（レッシグ 2002, p. 145） 

 

 このようにレッシグは知的財産については，「公共の利益」を担保するための公共的使用価値が

あるがゆえに権利として認知され，貴重なリソース（資源）としての地位を得ることができると結

論付けている．レッシグの理論では，この名古屋議定書によって先住民が居住する地域の国家や先

住民自身に「知的財産権」を付与し強固に保護することは，全人類にとって有用な価値を有する公

共的な資源を，その所有者（先住民等）が独占し、その価値を全て吸い上げられるという状態を招

くという解釈になる．レッシグによれば、それは完全に公平な状態であるとは言えないと考えるの

である．先住民の伝統的知識は医薬品開発などにおいて全人類にとって有用なものがあるというあ

る種の公共的な使用価値を得ることによって，価値が高まっている．「クリエイティブ・コモンズ」

においては，その公共的性質を有したリソースを「オープン」にし「フリー」で利用できるように

しておくことで，より一層の高次へイノベーションを発展させることができることに，この理論の

有用性がある． 

 ただし，注目すべきは現在のところ，知的財産というリソースを「知的財産権」として保持し続

けるか，クリエイティブ・コモンズの考え方に賛同し「オープン」で「フリー」な利用をできるよ

うな状態にするかは，その「所有者」（知的財産権者）の判断で決めることができるという点であ

る．そもそも特許制度においては，「特許申請」をするかしないかは「所有者」の判断に委ねられ

ている．先住民の遺伝資源に関する伝統的知識は，国際的な枠組みによって，強制的に各締約国が

国家による保護を推進するという強制的な状況であって，その枠組みに則って国家と先住民との協

約の締結や交渉が行われるところが最大の欠点なのである． 

 

3.2「コミュニティ基盤の文化資源管理（community based cultural resources management : CBCRM）」

の模索 

 様々な懸念のある「名古屋議定書」に代わり，本稿では「コミュニティ基盤の文化資源管理」（菅 2010, 

p. 288）を提唱したい．これはローカル・コモンズと同様に，文化資源に関しても国家ではなく，先住

民や地域コミュニティが主体的に管理してくべきだとする考え方である．そのためには，遺伝資源に関

する先住民の伝統的知識それ自体に価値を置き「権利」として保護するのではなく，その知識を醸成し

継承してきた先住民の生活そのものを保護の対象とし，援助していくべきであると思う．仮にグローバ

ル企業が医薬品等の開発のために先住民のコミュニティに接触を図ろうとする場合，それはこれまで通

りあくまで個別的にその先住民との交渉によって伝統的知識や遺伝資源の利用方法が決められるべき

である．その際，国家の役人や国際的なＮＧＯがその橋渡しをしたり，手助けをすることによって交渉

が円滑に行われるようにするべきであろう．あくまで遺伝資源や伝統的知識をグローバル企業へ供与し，

資金供与が行われるだけでなく，様々な生活上の援助を受けるか否か，またその援助の内容はその先住

民が判断すべきであると私は考える．しかし一方で，医薬品開発の為の遺伝資源やそれを活用するため

の知識が継承されないことは，全人類にとって非常に大きな損失である．したがって，彼らの生活を保

護することが必ず必要な措置であることは間違いない．その際，「保護する」ということと，「経済的

対価」を付与するということは必ずしもイコールではない．それどころか，先住民を保護する名目で政

府から支給される経済的恩恵は，先住民の労働意欲を減退させてしまう恐れがある．したがって，生活

を保護するということは，彼らの慣習や伝統文化，そして生活様式を保護する・継承するということに

重きを置くべきであろう．彼らの慣習的な秩序やローカルなルール等を最大限守り，グローバル企業か

らの搾取や多民族からの侵害などを防止するような取組みを各国で取ることが望ましい．これによって，

先住民の生活を担保するとともに，彼らが主体的に自分たちの伝統的知識や遺伝資源の管理を行うこと

が可能となる．遺伝資源やそれを活用するための伝統的知識を保有する当事者である先住民が議論の場
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から疎外された状態で作られた，国際的な枠組みは本当の意味において彼らの「文化資源」を保護して

いるということにはならない．国際的な枠組みを先住民に強制する以前に，彼らが自分たちの手で主体

的に全人類にとって有益な「文化資源」を維持・継承していけるための方法を模索するべきであろう．

それこそ，本稿で提唱したい「コミュニティ基盤の文化資源管理（CBCRM）」なのである． 
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広告クリエイターはいかにインサイトを獲得するか？	 
How Do Advertising Creators Gain Consumer Insights? 

	 

水野誠 1)，生稲史彦 2)) 

MIZUNO Makoto1)，IKUINE Fumihikoko2) 

 
1)明治大学，2)筑波大学	 

1) Meiji University, 2) University of Tsukuba 
	 

【要約】消費者インサイトとは，製品やサービス，広告等に対する消費者が必ずしも意識していない認

識であり，それを踏み台にマーケティングやデザインの跳躍が行われる．われわれが行ったあるクリエ

イティブ・エージェンシーに対する調査では，消費者インサイトを獲得するために行動観察，デプスイ

ンタビューのような少数者に対する質的調査とそれに基づくメンタルシミュレーションが重視されて

いることが示された．本研究では，このような方法が妥当であるためにどのような条件が必要なのかに

関していくつかの仮説を提示し，今後の研究の方向性について議論する． 
 

【キーワード】消費者インサイト，広告制作，マーケティングリサーチ，メンタルシミュレーション 
 
1. はじめに	 
近年，マーケターたちの間で「消費者インサイト」ということばがよく使われる．ビジネスの流行り

ことばがしばしばそうであるように，このことばは多様な意味で使われている．しかし，多くの場合に

共通しているのが，消費者インサイトとは①消費者自身が持つ認識であること，②ただし当人に必ずし

も意識されているとは限らないこと（したがって第三者が観察によって「発見」することが少なくない），

③消費者が企業のマーケティング活動と関わる接点（すなわち，企業の製品・サービス・コミュニケー

ション活動など）で生じていること，などと思われる．したがって本研究では消費者インサイトについ

て「消費者が（本人が自覚しているかどうかには関わらず）日常生活において有する，企業のマーケテ

ィング活動に関連する認識」という暫定的な定義を与えることにする． 
この定義に対して，それは通常のマーケティングリサーチとどう違うのか，という疑問が投げかけら

れても不思議ではない．実際，伝統的なマーケティングリサーチもまた，消費者インサイトを獲得する

ための一つの手段とみなすことができる．しかし，既存の手法に対して何らかの不満があるからこそ，

消費者インサイトという新しい概念が登場したと考えるほうが自然であろう．１つの背景は，消費者行

動における無意識の側面がより重視されるようになり，定型化された質問紙調査や大規模な購買データ

の分析を超えた方法に関心を持つマーケターが増えたことであろう（萩原 2011）．たとえば行動観察（松
波 2011）や神経科学的方法（Du Plessis 2011）といった新たな調査手法が注目されるようになった． 
消費者インサイトという概念が広まった理由は，しかし，それだけではない．ビジネス・インサイト

について論じた石井（2009）によれば「生活上の消費者の知恵（独自の課題とその解決方法のセット）
は、『消費者インサイト』と呼んでいい」という（同書，p. 89）．消費者はどこまで意識しているかは
ともかく，ちょっとした工夫で製品やサービスに関わる課題を解決することがある．これを観察するこ

とで消費者インサイトを獲得し，デザインに生かそうとする発想がデザインの現場でも提案された

（Brown 2009, Kelly & Littman 2001）．そこでは消費者インサイトは，実際の消費シーンの課題解決を起
点に，より専門的でエレガントな解決としてのデザインに導く役割を果たす．消費者インサイトの獲得

は，デザインや製品開発という能動的行為と不可分の関係にあることに注意したい． 
課題解決としての消費者インサイトは，消費者が現実に行っている行動を超えて未来へと及ぶ．Clark 

& Fujimoto (1991)は，製品開発は未来の消費プロセスのシミュレーションであると述べている．われわ
れの議論に引きつけていうなら，デザイナーが未来に起き得るユーザの使用状況についてメンタルシミ

ュレーションを行い，そこからデザイン上の課題を抽出し，その解決の方向性を探ることもまた，消費

者インサイト獲得の１つの形である．メンタルシミュレーションは現実の観察や経験にある程度立脚し

つつも，それを超えた可能な世界を構成する．そこでは，観察の対象は現実の世界から想像上の世界へ

と拡張される．そうした現実からの乖離によって，消費者インサイトが画期的なデザインに結びつくと

いう側面もある． 
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このように消費者インサイトの獲得は現実の消費者の心（さらには無意識）を探ることにとどまらず，

マーケターやデザイナーの能動的な関与を前提として，かつ未来を志向するシミュレーションによって

も実現される．そうした実践がいかに行われているかについては，いくつかの事例研究がすでにある（た

とえば西川，廣田 2012 など）．一方，そうした実践の妥当性を理論的に検討することもまた研究課題
である．本研究は実務家へのインタビュー調査を踏まえ，消費者インサイト獲得の方法論について理論

的基盤を探求することを目指している．次節では，われわれが以前実施した広告クリエイター(1)に対す

る調査を概括する．そこから消費者インサイトの獲得に関するいくつかの問題を抽出し，３節以降でそ

れに対する理論的な検討を加えることにする． 
 
2. クリエイター調査の要約	 

Wieden+Kennedy（以下 W+K）は世界的なクリエイティブ・エージェンシー（広告制作を中心業務と
する専門的な広告代理店）として広告業界では知らない人のいない有名企業である．われわれは，W+K
の東京オフィスに勤務する５人のクリエイターとプランナーにインタビューし、消費者インサイトの獲
得に関する彼らの経験と見解を聞いた．その発言を要約すると以下のようになる（詳細は水野，生稲 2011
を参照されたい）． 

 
(1) チーム思考	 インタビュー対象者全員が大手広告代理店あるいはその関連企業からの転職者であっ
たが，彼らが等しく答えたのが，前職と比べてW+Kでは幅広い職能を担当し，その分担当するクラ
イアントは絞られること，そしてチーム内の討議時間が非常に長いことである．消費者インサイト

のような広告キャンペーンの出発点となる「川上の」発想は，チーム討議によってしかよいアイデ

アが生まれないと対象者の一人は答えている． 
	 さらに興味深いのは，同オフィスの半数近くが外国人であるという点である．彼らは通訳として

存在するわけではなく，日本で行うキャンペーンに日本人と同等のスタッフとして参加している．

彼らとのコミュニケーションの齟齬が，異文化の視点を取り入れる点で有効に働いているという意

見が多かった． 
 

(2) 観察と取材	 W+Kでインサイトを得るために行われる消費者調査は，ほとんどすべて少数のターゲ
ットに対する行動観察やデプスインタビュー（深層面接調査）のような質的調査方法が採用され，

質問紙調査のような一般的なマーケティングリサーチはあまり信頼されていない．あるクリエイタ

ーは，いま消費者は小さなトライブ（部族）に分断されており，ターゲットとするトライブを代表

するインフルエンサーを観察・取材することが重要だと述べている．たとえば，あるスポーツ用品

メーカーのために渋谷でスケートボードをしている若者を広告で起用したとき，彼らに長期間密着

取材して，インタビューと写真撮影を行ったという． 
	 デプスインタビューの経験が豊富なプランナーは「相手の経験を追体験」し，「人生をシェア」

することを目指すという．これは，石井 (2009) がいう「対象に棲み込む」行為に近い．その結果，
たとえていえば「イタコ状態」になり，当人がいなくても自分が質問に答えられるぐらい一体化す

ることが目標とされる． 
 

(3) メンタルシミュレーション	 クリエイターは自分が必ずしも十分経験を持たない製品も担当する．
あるクリエイターによれば，そのような場合ユーザが触れている情報にできる限り自分も触れるこ

とで「彼らの感覚を自分のなかに入れる」という．ターゲットが異性の場合であれば，自分の配偶

者を想像して，仮想的に会話してみたりする（実際に家庭で聴いてみると答えたクリエイター／プ

ランナーはいなかった）．このようなシミュレーションは，たとえば制作物の品質について，前の

職場のメンターと仮想的に対話する，というような形でも行われる．	 

	 無意識の力を活用しようとするプランナーもいる．大量の情報を摂取したあと，しばらく意識的

な思考は中断する．そして，２日間ほどおいて再び考え始めたとき，最初に思い浮かぶアイデアを

尊重するという．	 

	 

(4) ネットワークの活用	 これは比較的個人差がある要素ではあったが，仕事での関係以外にも，大学
時代の友人や近隣との私的なつき合いを通して，新たな着想が得られることもある．	 
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以上のインタビューから，前節で述べた少数の消費者に対する観察とインタビュー，そしてメンタル
シミュレーションといった手法が広告プラニングの現場でも積極的に使われていることがわかる．こう
した方法が現場で支持されていることが確認されたので，次にその妥当性を理論的に検討する．そもそ
も少数者に対してのみ観察やインタビューを行うことは妥当なのか，どのような少数者を対象とすべき
か，そもそもマーケターは少数者をどこまで理解できるのか，という３点について議論する． 
 
3. なぜ少数者に対する調査が妥当なのか	 
マーケティングリサーチで多用されてきた標本調査では，予算が許す限り大きな規模の標本を無作為

に抽出することが望ましいとされる．統計学的にいって，標本規模が大きい方が想定される標本誤差が
小さくなるからである．このような方法を用いて，マーケターは自らのブランドが市場においてどれく
らいのシェアを占めるのか，どのような層の消費者にどれだけ浸透しているのかを把握してきた．こう
したアプローチを図示したのが図１である．それが採用される背景には，全体市場におけるシェアの拡
大を最終目標に，セグメントごとのマーケティング戦略を構築していくという論理があった． 

 

 
 

図１	 標本調査という考え方 
 
ところが最近，統計学的分析の前提となる標本の無作為抽出が難しくなってきた（萩原 2011）．現在

急速に普及しつつあるウェブ調査は，調査への協力を希望する人々の大規模なリストをベースにしてい
ることが多く，トップダウン型のマーケティングで母集団として考える広範な消費者群を正しく代表し
ている保証がない．したがって，ウェブ調査はその「代表性」がしばしば議論の的になってきたが，圧
倒的なコストの安さや時間の早さによって，マーケティングリサーチの主流になりつつある．このよう
な調査環境の変化により，全国規模で市場シェアを追求するタイプの事業にとって，客観的な市場情報
が入手するコストとリスクが増加している． 
もちろん，そのような調査実行上の事情だけで少数者に対する質的調査がさかんになったわけではな

い．ウェブデザインの世界で生まれたペルソナ法は，きわめて少人数の仮想的な人格（ペルソナ）を想
定し，それに基づいて「ユーザ中心デザイン」を行うことを目指している（Cooper, Reimann, & Cronin, 
2007）．そこでは，消費者をグループ別に集計すると失われがちな，個々の消費者の視点が重視されて
いる．その結果，コスト的にも少数の消費者を対象にせざるを得ないわけだが，それ以上に，深い情報
が得られるというメリットが期待されている．すなわち，小規模標本であることを積極的に評価すると
いうより，それによる問題を上回る価値が得られると主張されているように思われる（したがってこれ
らの手法は，多くの企業で大規模な量的情報の補完として扱われている）． 
一方，そもそも母集団＝全市場からの標本抽出を必要としない立場もあり得る．たとえば，市場のニ

ッチを狙うタイプの事業がそうである．ニッチの顧客は全市場のごくわずかな部分を占めるにすぎず，
標本調査のような形でアプローチすることはそもそも意味がない．独自の製品なりサービスなりに対し
て少数であれ一定の顧客が存在するのであれば，「いまそこにいる」彼らを徹底的に理解することは可
能だし，そうする必要がある．そこを出発点に顧客基盤を拡大させ，つねに直接的な対話を行っていけ
ば，ある規模までは，必要な消費者インサイトを把握できるはずである．このようなボトムアップ型の
マーケティングが，大手企業を含めて多品種少量生産が行われるなかで増加する傾向にあると思われる．
ボトムアップ型のアプローチは図２のように表現される（それに対して，全体市場でのシェアの拡大を
狙い，標本調査を行うマーケティングはトップダウン型と呼ぶことができる）． 
実際のマーケティング活動においては，多くの企業がトップダウン型とボトムアップ型のどちらかに

特化しているわけではない．ニッチを見つけるために全体市場の俯瞰的な情報が役に立つこともあるし，
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ニッチが市場として成長していくにつれ伝統的なマスマーケティングの手法が効果を発揮することも
少なくない．しかし，それぞれの特徴を明らかにするためあえて両者を区別するなら，ニッチから出発
するボトムアップ型マーケティングにおいては，市場全体の代表性を持つ情報はほとんど重要ではなく，
少数だが確実に存在する需要について深く理解することが重要になる． 

 

 
 

図２	 ボトムアップ型マーケティング 
 

4. どのような少数者をターゲットにするのか	 
少数の消費者からインサイトを獲得することが妥当だとして，次に問題になるのは，どのようにその

少数者を選ぶかである．前節でも少し触れたが，ペルソナ法でもデプスインタビューでも，どのように

対象者を選ぶべきかについての指針は，標本調査のように確立しているわけではない．実際には，何ら

かの意味で代表性のある標本がすでに選ばれているとアプリオリに仮定しているか，ターゲットとする

消費者の範囲では同質性が高いので，誰を対象としても結果はあまり変わらないと考えているかのいず

れかではないかと思われる． 
一方，行動観察やエスノグラフィでは，調査対象としてエクストリーム・ユーザ（extreme users）を

選ぶべきだと主張されることがある．製品を開発したり改良したりしようとするとき，ふつうにそれが

使われている状況を観察しても新たなアイデアは生まれにくい．むしろ稀に起きるトラブルへの対応や，

ふつうではない使われ方を観察することで，イノベーションのヒントが得られると期待されている．決

して多数例ではなく，その意味で代表性は全くないが，そこからイノベーションに向けての有意味な情

報が得られるという考え方である． 
W+K のクリエイターへのインタビューでは，消費者の異質性が高まり「トライブ化」が進むなか，

そのなかで重要な役割を演じるインフルエンサーを取材するという声が聞かれた．これは，消費者のな

かに，マーケターにとってとりわけ情報価値が高い少数の人々がいるという発想に立っている．それが

インフルエンサーであるということは，周囲への影響力やトレンドに関する先進性に注目しているとい

うことであろう．それと密接に関連するのが，イノベータや初期採用者，オピニオンリーダーといった，

長くマーケターの道具箱を賑わしてきた概念である． 
新たな観点として興味深いのが，片平（1999）による「消費者の樹」である．図３に沿って説明する

と，ある製品なりサービスなりが消費者Ｂにとって満足いくものなら，その下位にある消費者Ｃにとっ

ても満足できる．しかし，その逆はいえない．またそれが消費者Ａにとって満足いくものなら，ＢやＣ

などその下位にある者にも満足がいく．すなわち，消費者の品質評価には階層性があり，上位にいる消

費者ほど高度な評価眼を有している．わかりやすくいえば「目の肥えた」消費者ということになる．し

たがって，そうした目利きに評価させることが重要になる． 
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図３	 消費者の樹（片平 1999，p. 293） 
 
少数の消費者からインサイトを得ようとすることの根拠としていずれの仮説が正しいかを判断する

は，今後の研究の進展を待たねばならない．しかし，個々の消費者は同質ではなく，そこから得られる

消費者インサイトに大きな格差が存在することになる．したがって，無作為抽出はもはや意味がなく，

「情報価値」の高い消費者を任意抽出するほうが適切である． 
 

5. 少数者の理解は可能なのか	 
最後に，情報価値の高い少数者の選定に成功したとして，行動観察やデプスインタビューを通じて深

く，無意識の行動を含めて消費者を理解することがどこまで可能かを考えよう．W+K のクリエイター
やプランナーはわれわれのインタビューに対して，ユーザの「感覚を自分のなかに入れる」，「イタコ

状態」といった表現を用いた．すなわち，特定の消費者と一体化し，自己のなかで彼（女）の思考や感

情をシミュレーションするということである．これはあえていえば，クリエイターと消費者の仮想的な

共創関係ということができよう． 
人間が発達とともに他者と視点を共有し得る能力を持つことは，心理学では「心の理論」と呼ばれて

いる（子安・大平 2011）．それが他者の知覚のみならず感情までを含むとき，共感（sympathy）が成立
しているとみなせる．興味深いことに，そうした共感は少数の具体的な個人に向けられやすいことを示

す実験がある（Small & Loewenstein 2003）．アフリカで飢餓に苦しむ子どもを救う寄附を呼びかけるの
に，飢餓の実態に関する客観的な統計数値を見せるよりも，１人の具体的な子どもの実態を訴えたほう

が効果的であることが示されている．この認知バイアスは，被験者に分析的な思考をするよう操作して

も本質的には解消されない（Small, Loewenstein & Slovic 2007）．それは何らかの適応的な意味を持つか
らこそ人類が進化の過程で獲得した能力かもしれない．そうであれば，合理的な思考によって抑制する

よりは，積極的な活用を図ったほうがより生産的である．行動観察であれペルソナ法であれ，マーケタ

ーたちが少数の個別具体的な消費者を対象としてインサイトを得ようとすることには必然性がある． 
だが，話はそこで終わらない．クリエイターへのインタビューから，消費者と仮想的な対話を行うこ

とは実際の対話の代替手段というより，クリエイティブな発想を行ううえで実際の対話以上に望ましい

と考えられていることが窺えた．もちろんそこには，生身の他者と触れ合うことに比べて制約が少ない

という事情を無視できないだろう．しかし，消費者インサイトとは本人に意識されない部分を含むとさ

れることが多いことから，現実の対話が無意識の領域に踏み込むことを妨げると懸念されているのかも

しれない．あえて仮想的な対話を行うことの意味をさらに探求することが望まれる． 
 

6. 今後の課題	 
われわれは W+K のクリエイター／プランナーへの取材を通じて，少数者の観察・取材に基づきメン

タルシミュレーションを行い，それによって獲得された消費者インサイトに基づきクリエイティブなプ

ラニング作業が行われていることを確認した．同じことがマーケティングやデザインの様々な現場で実

践されていることもわかっている．こうした方法論は，従来のマーケティングリサーチの常識からは必

ずしも支持されない．しかし，現場での支持には何らかの根拠があるはずである．なぜ少数者への調査
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を行うのか，どのような少数者を対象とすべきか，そもそも彼らをどこまで理解できるのかについて現

段階で考えられる仮説をいくつか提示した．もちろん他にもっと有力な仮説があるかもしれず，すでに

心理学や認知科学で解決されている問題もあるだろう．いずれにしても，消費者インサイトを獲得する

新たな方法論の妥当性について，今後さらに深く検討することが望まれる． 
消費者インサイト獲得の重要性について，産業や企業，あるいは国や地域によって違いがあることも

踏まえなくてはならない．われわれの研究は広告制作に焦点を当ててきたが，映像，音楽，ゲーム，出

版といったコンテンツ産業から従来型の製造業やサービス業まで，様々な領域で消費者インサイトがど

の程度重視され，またどのように獲得されているかを比較することが今後の課題となる． 
いうまでもなく，消費者インサイトの獲得は，クリエイターたちの仕事の一部を占めるにすぎない．

アイデアの創出，コンセプトへの昇華，具体的なデザインへの展開など，消費者インサイトを獲得した

あと，あるいはそれ以前に行われる活動は多岐にわたる．そのなかでインサイトがどのように活かされ

ていくのか，相対的な貢献度はどの程度であるのかを，クリエイティブな仕事の全体の流れのなかで研

究することも必要である． 
 
注	 
(1) クリエイター（creator）という呼称は一種の和製英語であるが，日本の広告業界で広く使われているため，本研究で
はそのまま使うことにする． 
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知識処理機構としての市場制度 

－サーキットブレーカー制度を例として－ 
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【要約】本稿は，経済主体と取引所それぞれが制度に対する知識処理過程を通じて，および，どのよう

な相互作用を通じて知識を産出しているかについて知識処理機構とif-thenルールという概念を用いて明

らかにするものである．経済主体と取引所はそれぞれの知識処理機構が有するif-thenルールに対する重

みを入力と出力の強化学習によって変化させることで，状況適応的な知識を産出していると見ることが

できた．さらに，経済主体と取引所は動的な相互規定関係を形成しており，経済主体の判断が取引所の

判断に影響を与え，取引所の判断が経済主体の判断に影響を与えるというループを形成することで知識

を産出していることを示した． 
 

 

【キーワード】知識処理機構，if-then ルール，サーキットブレーカー，市場制度 

 

1. 経済主体と制度をめぐる議論 
市場システムは，経済主体の自由な意思決定を前提として成り立っているが，取引費用の削減や取引

に関する摩擦を削減するために経済主体の行動を制限する市場制度を導入することで，そのシステムが

維持されていると考えられる．制度が経済主体に対して，何らかの制約を設けることで経済主体の行動

を規定することについては経済学の分野で制度について研究している制度学派でも一致している．しか

しながら，経済主体が制度に対してどのように規定され，行動するかという点については議論が分かれ

るところである．ここではまず始めに，制度学派に属する各学派がそれらをどのように考えているかに

ついて，江口(2002, 2008)の議論を基に整理することにする． 

 

 新制度学派(ウィリアムソン) 

 制度形成後に，経済主体間で制度を通じて様々な情報や知識が経済主体間で共有されるため，

経済主体にとって，「効率的」な結果が生じる．限定合理性について重視するが，効用最大

化志向は放棄しない． 

 比較制度分析(青木) 

 均衡を意味する制度は，「共有予想」や「縮約情報」という情報や知識をプレーヤーに与える．

それにより，プレーヤーは，制度の下で最も自己利益を最大化させる行動を維持させる． 

 現代制度学派(ホジソン) 

 制度は，経済主体の行動の基礎たる認知的な枠組みに対して，文化・社会的な規範等を含む制

度情報を付与し，彼らの行動に対して影響を与え，「習慣」を基礎付ける． 

 

新制度学派は効用最大化原理，比較制度分析も合理性基準に基づいた判断や知識の産出を考えている．

現代制度学派は行動パターンの複雑性や多様性が生じ得ることについて言及をしているが，それらがど

のようにして生じるかについて定かにはしていない．本研究は，市場制度を媒介として経済主体・取引

所それぞれがどのように情報や知識を産出するかを知識処理機構と if-then ルールという概念を通じて

明らかにするものである．さらに，経済主体と取引所の相互作用によって，どのように知識が産出され

ているのかについても検討する．市場制度の理解として，行動主体を規制することで市場システムを維

持するものであると考えるものが多いなか，市場制度を相互作用によって行動主体に新たな知識を産出

する場として考える点に本研究の特色がある． 
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2. サーキットブレーカー制度 

本研究で対象事例とするサーキットブレーカー制度について，現在までの制度変遷を概観しながら説

明する．サーキットブレーカー制度は株式市場において大暴落が発生した際に市場での取引を一時的に

停止させる措置である．この制度は，1987年10月19日に発生したブラックマンデーを調査したブレイデ

ィ委員会の報告書(Presidential Task Force on Market Mechanisms (Brady Report), 1988)の中で提唱され，ニ

ューヨーク証券取引所を皮切りに，その後世界中の証券取引所で導入された．サーキットブレーカーが

導入された意図は，主に次の2つである．ひとつは，株価の急激な変動を直接抑制し，市場の混乱を回

避しようとするもの．もうひとつは，市場参加者に意思決定の時間的猶予を与えて，冷静な判断を促す

ものである．しかし，取引を停止させることで，株価の大暴落を未然に防ぎ，その後の社会的混乱を抑

えるという面での有効性については常に疑問を呈されてきた(Greenwald and Stein, 1988; Kim and Rhee, 

1997; Kim, 2001)．この理由として，サーキットブレーカーの発動要因となる相場の大規模変動が極端に

少なく，統計的なデータが十分に確保できていないことが挙げられる．1988年にサーキットブレーカー

を導入したニューヨーク証券取引所でさえ，初めて発動されたのは10年後の1998年であった．このよう

な背景と1990年代後半のアメリカを中心とした新自由主義が台頭するなか，取引所間の国際競争力を高

めようとする制度運用者たちは2000年代前半にかけ徐々にサーキットブレーカーを発動されにくい方

向へと制度を改変していった． 

 ところが，2008 年後半の株式市場は 9 月のリーマンショックを契機として世界中の株式市場で株価の

暴落が相次いだことで，これまでほとんど発動されなかったサーキットブレーカーが世界各国の証券取

引所で頻繁に発動された．そして，市場の混乱に対する市場参加者を含む市民の意見等を受け，サーキ

ットブレーカー制度は各国の証券取引所で急速に発動されやすい方向へと改変されていった．先述の通

り，研究者の多くがサーキットブレーカー制度に対して批判的な立場を示しているにもかかわらず，な

ぜ世界各国の証券取引所で今もなおサーキットブレーカー制度が改変を経ながら運用され続けている

のであろうか．ここに完全に自由な市場制度が必ずしも経済的問題の効率的な解とはなりえないという

事実を見てとれる．  

Kobayashi and Hashimoto(2010)によると，これらの改変は経済効率性という市場機能の追求ではなく，

経済主体に対して市場システムの安定性が確保できているという安心材料を与えるという役割も担っ

ていると見なせる．つまり，主体の制度に対する認識や判断が制度を生成・変化させることを見出し，

制度設計において効率性だけでは捉えることができないことを主張している．だが，サーキットブレー

カー制度の変遷に伴って産出されると考えられる経済主体の制度に対する認識や判断がどのように規

定されるかということについては言及されていない．この点について我々は，現代制度学派がいまだに

解き明かせていない合理性基準を越えた経済主体の判断や知識がいかに産出されるかを検討すること

と同じ問題であると考える． 

 

3. 知識処理機構 
「知識とはいかなるものか」という問いは古代ギリシアから議論され続けたテーマであり，その枠組

みの中心は「正当化」という観点から知識の根拠を問うものであった．しかしながら，知識の絶対性や

確実性をいかにして担保することができるかは，本当に真なるものが存在し，またそれを我々が知覚す

ることができるかという問いでもある．デカルトは自己の内部に現れる表象と外部の実在との一致性を

疑うという方法的懐疑から自己の意識内に現れる表象の確実性を担保するに至った．つまり，自己の意

識作用の絶対性は疑いようがないという論拠である．だが，この論理では自己内で正当化されたものは

すべて知識となり，自己の外にある絶対的な知識がいかにして手に入れられるかについて説明できてい

ない． 

およそ知識は外界との相互作用(経験・対話・学習)によって得られるものであり，主体は知識の内容

に応じてさまざまな判断や行動を行う．下嶋(2010) は，知識は内容の論理的性質によって特徴づけられ

るのではなく，それを産出するプロセスの性質によって特徴付けられると述べている．本研究において

も下嶋の立場を採用し，外界からのデータを処理する知識機構から知識を特徴付けることにする．外界

からの入力データは自己の知識処理機構(認知機構)に基づいて何らかのデータを出力する(図 1)．その際

に出力されるデータは偶然によって産出されるものではなく，あるルールに従って規則的に産出される

ものである．産出されるデータが正しいかどうかという点に着目するのではなく，知識処理機構そのも

のの規則性に着目することで，「正当化」という従来の価値論的視点からの開放を試みたのである． 
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処理データ データ

正しい判断（＝情報）

＝

 
図 1 知識処理機構：下嶋(2010)より筆者が改変 

 

下嶋(2010)は知識処理機構という雛形を用意することで，暗黙知や集団知・組織知の創造という現象

の自然化を可能にし，様々な知識創造メカニズムを探求できると述べている．その一方で，知識処理機

構の処理の部分はブラックボックスであり，どのような処理が行われているかについては言及がない．

本研究ではブラックボックスとなっている処理の部分について，人工知能の分野で広く用いられた分類

ルールである if-then ルールを用いた説明を試みる． 

 

3. if-then ルールによる処理 

知識処理機構の処理は認識・行動上の慣習・価値規範を体現できる if-then ルールの束で表すことがで

きると考える．if-then ルールとは「if～then 命題」の形で表される思考・行動のルールとして記述する

ことができる．経済主体のルールを「if～then 命題」の形で表すと，例えば株価の暴落に対する判断な

ら「if 株式相場が大きく下落 then 株式をすべて売り抜ける」のように表現される．if の部分には株式

売買における様々な条件が入るであろうし，then の部分には具体的な経済主体の振る舞いが入るであろ

う．経済主体は，具体的な慣習のルールだけではなく，「自由」，「平等」，「安全」というような様々

な規範も有している．このような価値規範も，慣習の場合と同じく if-then ルールの束として表現するこ

とができる．その例として，「平等」とは，「if 20 歳以上の日本人である，then 全員が等しく選挙権を持

っている」というような，具体的な状況に応じた命題や判断の集合で表せる．そして，「if ある制度は自由

かつ平等な制度である，then その制度は望ましい」というように，価値規範はある制度(ないし制度の帰結)

を形容することで，それを評価するために使われる．この場合，価値規範は制度に関する価値判断の基準を

示しており，ルールとしての制度に対するメタなルールとして機能している(小林他, 2011)． 

知識処理機構の規則はif-thenルールの有効性(実効性)によって決定されるものであり，if-then ルールの

改定は自己内と自己外の相互作用であるところの内省や経験などによって生み出されるものである(西

部, 2006)．有効性と共有性という観点からif-thenルールを見ると以下の4つに分類することができる 
 

1. 有効性がなく，主体間で共有されていない if-then ルール 

2. 有効性があり，主体間で共有されていない if-then ルール 

3. 有効性がなく，主体間で共有されている if-then ルール 

4. 有効性があり，主体間で共有されている if-then ルール 

 

1. は保持していても有効性がないので淘汰されるか，ある主体だけが信じるものとして残り続けるだ

ろう．2. は自己内では有効性のあるルールであるので，自己外との相互作用によって有効性が否定され

ない限り存続することになる．3. は実効性の伴わない法律の類であり，例えば公道の法定速度の厳守や

パチンコの現金交換などが挙げられる．4. はまさに社会制度のことである．これは，必ずしも憲法や法

律によって明示されている必要はなく，明示されない慣習や規範などのある社会(ドメイン)で広く共有

されているものも含まれる．すなわち社会制度の成り立ちを考えるには物理的実在だけではなく，人々

が作り出す社会的実在を考慮しなくてはならない．社会的実在はそれぞれの社会で異なっており，人々

が有する if-then ルールが共有化され，社会相対的に有効性が認められたものが社会制度である(1)． 

知識の性質を処理過程から考えるならば，if-then ルールで記述できる慣習や価値規範も知識処理機構

の一端を担うものとして捉えることができる．下嶋(2008)は，情報が知識であるための条件として次の

1) 認知主体の存在，2) 相関への適応 3) 行動の統制という 3 つを挙げている．1)については，ある経済

主体を想定している点で満たされている．2)については，処理のルールとして「if～then 命題」という

if-then ルールを用いることにより，状況と状況の間の性質の相関に適応する点で満たされる．最後に 3)

の行動の統制は，知識処理機構に内包される個々の if-then ルールがどの程度採用されるかという重みを

各ルールに付与することによって実現される．3)については，次章にて詳細を述べるが，これも肯定的

に答えることができる．つまり，この知識の定義に則れば各 if-then ルールも知識であると言うことがで
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きる．  

 

4. 経済主体の知識処理機構 

では，ある制度に対して経済主体がどのような知識処理機構を有しているのか考えてみよう．図 2 は

経済主体の知識処理機構における処理の部分に前述の if-then ルールを当てはめたものである．まず知識

処理機構の主な入力として株価や貿易統計といった経済のマクロ情報，そして明文化された市場ルール，

自己の行動結果が挙げられる．こうした自己外からの情報が入力されることで，知識処理機構はある規

則に基づいて何かしらの判断を出力することになる．ここではある制度に対する経済主体の知識処理機

構を考えるので，if-then ルールの内容もそれに準ずるものとする．例えば「if 株価がサーキットブレー

カーの発動基準に近づく then 株式を売り抜ける」のように記述することができる．しかし，経済主体

が有する if-then ルールがいかなるときでも採用されるわけではない．ある経済主体は，サーキットブレ

ーカーがまったく適用されたことがない長年の事実から，上記の if-then ルールに重きを置かないかもし

れない．また別の経済主体は，事実とは関係なく近頃の経済状況からその if-then ルールに重きを置くか

もしれない．このような主体毎のルールに対する重みを表したものが図 2 におけるωi である．ωi は i

番目の if-then ルールに対する相対的な重みである．それぞれのルールに対してこの重みがどの程度かか

っているかにより，各経済主体の出力は異なるものとなる．つまり，この重みこそが各経済主体が外部

世界である制度をどのように認知しているかというパラメータなのである．このような，ある入力に基

づき，取るべき判断が決定される仕組みは強化学習の考え方と一致する．江頭(2002)は，知識が単なる

外的刺激の記憶だけではなく，他の知識との関係性の中で意味を持つことを指摘し，この種の知識の習

得には反復が必要であると述べている．すなわち，知識は複数の刺激を記憶したコンビネーション・パ

ターンとして蓄積され，刺激が知識の形を取るためにはそれぞれ刺激の記憶の結合が必要となるとも述

べている．知識の一部が暗黙的であることの理由がここにもある． 

 

知識処理機構

制度に対する重み
ω1 * [if ～then～]1

ω2 * [if ～then～]2

ω3 * [if ～then～]3

・・・

ωi* [if ～then～]i

ωi ：if-thenルールiに対する相対的重み

[if ～then～]i: i番目のif-thenルール

マクロ情報

定義された制度 判断

制度をどのように捉える
かで重みωが変化する
＝外部世界の認知

自己の行動結果

経済主体

 
図 2 ある制度に対する経済主体の知識処理機構 

 

サーキットブレーカー制度は，ブラックマンデーの反省による，安心で安全な市場を求める意識から生ま

れたものである．しかし，新自由主義の台頭やサーキットブレーカーの適用例の少なさから，多くの経済主

体や制度運用者の意識の中ではサーキットブレーカーの有効性や導入の意図が薄れていき，サーキットブレ

ーカー自体も発動されにくい方向へ制度改変されていった．おそらくサーキットブレーカー制度は，市場に

おいて有効性を伴わないという点で人々に共有されている if-then ルールとなっていったである． 

経済主体の知識処理機構においても，サーキットブレーカーがまったく発動されず，有効性を伴わな

い制度であるという認識からサーキットブレーカーに対する重みが薄まっていったのではないかと推

測される．その結果がサーキットブレーカー制度における磁石効果(2)の弱まりである．この効果は市場

参加者がサーキットブレーカーの発動基準を知っていないと起こらないものであるが，サーキットブレ

ーカー自体の発動が起こっていなかったため市場関係者であっても熟知していない者が多かった
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(Kobayashi and Hashimoto, 2009)．ところが，金融危機による株価の大幅な下落と度重なるサーキットブ

レーカーの発動によって，サーキットブレーカーが発動されることを前提とした if-then ルールの重みが

増し，これまでに存在しなかったサーキットブレーカーの発動を考慮した取引判断が産出され始めたの

である．このような経済主体が有する if-then ルールの重みの変化は，発動前の if-then ルールの重みとサ

ーキットブレーカー制度の社会的実在に乖離が生じ始めたために生まれたものであると考えられる．多

くの社会制度は社会的実在と物理的実在の間にある種の整合性が担保されることで有効性を保持する．

サーキットブレーカー制度も社会制度として有効性を発揮する過程で，経済主体の知識処理機構と調整

が図られたと思われる． 

 

5. 取引所の知識処理機構 

次に取引所の知識処理機構について見ることにする．図 3 はある制度に対する取引所の知識処理機構

である．入力としてマクロ情報を取るのは経済主体と同様であるが，経済主体の価値規範，自己および

取引所のルールを主な入力とする点で経済主体と異なる(図 2)．経済主体の価値規範を入力とするのは，

制度に関する価値判断の基準としてそれが市場制度の形成に関与していると考えられるからである．詳

細については後述する．出力として何かしらの判断を産出する点は経済主体と等しい．取引所の知識処

理機構が有する if-then ルールが複数あり，それぞれのルールに重みが付与される部分も経済主体と一致

するが，それらは取引所の制度に対する重み，すなわち取引所がどの制度を重視するかという取引所の

方針に対する重みとなる． 

 

知識処理機構

取引所の方針に対する重み
ω 1 * [if ～then～]1

ω 2 * [if ～then～]2

ω 3 * [if ～then～]3

・・・

ω i * [if ～then～]i

ω i ：if-thenルールiに対する相対的重み

[if ～then～]i: i番目のif-thenルール

マクロ情報

経済主体の価値意識

方針をどのように捉えるかで
重みが変化する

判断

自己および他の
取引所のルール

取引所

 
図 3 ある制度に対する取引所の知識処理機構 

 

2 章で概観したサーキットブレーカー制度の変遷は大きく分けて 2 つの流れがあった．ひとつは 90 年
代後半から 00 年代前半にかけてのサーキットブレーカーを発動させないためのルール変更．もうひと
つはリーマンショック以後に起こったサーキットブレーカーを発動しやすくするためのルール変更で
ある．前者は 90 年代後半のアメリカに代表される強力な新自由主義への移行期と重なり，ニューヨー
ク証券取引所におけるルール変更もパブリックコメントや新聞記事の事実から市場行動の規制を緩和
しようというものであった．後者は 100 年に一度と呼ばれる金融危機による経済システム全体の不安定
期と重なり，金融当局や証券取引所のパブリックコメントからも金融安定化のために市場の行き過ぎを
制限することを意図したものであった．特に日本やクウェートにおけるサーキットブレーカー制度の変
更は，市場参加者の強い要請によって実現されているところも大きく，制度に関する価値判断の基準と
して価値規範が市場制度の形成に関与している可能性は高いのである(小林･橋本, 2009)．  

 では，具体的にどのような重みによって取引所の知識処理機構が働いていたのであろうか．ニューヨ

ーク証券取引所(NYSE)，大阪証券取引所(大証)，イタリア取引所という 3 つの証券取引所におけるサー

キットブレーカー制度の変遷を例としながら考えてみよう．NYSE では取引所における取引の全てを停

止させるというルールが創設当初から導入され，これは「安全」という価値規範から生まれたものであ

った．しかしながら「安全」にかわって台頭し始めた「自由」という価値規範によってその重みは低い
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ものとなってしまった．大証においてもサーキットブレーカー導入の目的は現物価格を先行させる先物

価格の動きを封じようという「安全」の意識が働いたものであった．しかしながら，その後は NYSE に

追従する形で「自由」が広がり，サーキットブレーカーを発動させない方向性と傾倒していった．我々

がイタリア取引所の制度担当者に実施したインタビュー調査から，イタリア取引所はこうしたアメリカ

や日本の流れとはまったく違う独自の方針を貫いてきたことがわかった．その理由としてイタリア取引

所のサーキットブレーカーが NYSE と異なって取引所全体に適用されるものではなく，銘柄毎に適用さ

れるルールであったことが挙げられる．これによって NYSE のように取引所全体を止めるという大きな

コストをかけることなく，効率的に取引所の安全性を担保してきたのである．実際にイタリア取引所の

制度担当者は「少数の銘柄が大暴落することで，取引所全体を止めることはナンセンスである」と NYSE

のルールを批判していた．これらの事実からイタリア取引所では長らく「効率」という方針が採られて

いたことがわかる．リーマンショックから 2 年を経た 2010 年 5 月，NYSE は創設以来堅持していた取引

所全体に対する取引停止の他に，個別銘柄に対してもサーキットブレーカーを適用するという新ルール

を発表した．実効性に乏しい現行ルールから現実的な「効率」を求めた結果であると分析する． 

 だが，実際の市場においては価値規範の違いに対応した多様な市場制度が必ずしも存在しているとは

限らない．社会で支配的な価値規範（例えば，経済的効率性）に対応する単一ないし少数の制度にロッ

クインしている場合には，取引所の判断が経済主体に受け入れられない可能性のほうが高い．すなわち

実際にあるルールが成立するということは，ある種の価値規範が人々の間で広く共有され，社会におい

て顕在化されている可能性が高い．まさにサーキットブレーカー制度の運用における大転換もこのよう

な事象が当てはまると考えられる．次に経済主体と取引所の相互関係に着目し，どのような形で制度に

関する知識が産出されているかを検討する． 

 

6. 経済主体と取引所の相互作用 

 図4は4章と5章で述べた経済主体の知識処理機構と取引所の知識処理機構の相互関係を示したもので

ある．経済主体の知識処理機構から産出された判断は，経済主体の行動の帰結となる．それらは株価や

ファンダメンタルズのような経済的帰結として現れ，取引所の知識処理機構の入力となる．それとは別

に経済主体の共有された価値規範として現れたものも取引所の知識処理機構の入力となる．入力として

受け取ったデータは取引所の知識処理機構によって何かしらの判断が産出され，またそれが今度は経済

主体の入力となる．取引所のルールが変更されれば，そのルールに関する重みが変更される可能性が高

まり，経済主体が産出する判断もそれまでのものとは異なるものとなる．経済主体と取引所はそれぞれ

市場ルールに従う側，市場ルールを作る側に位置しているが，2者とも独立に知識を産出しているわけ

ではなく，互いの判断に依存して知識処理機構の中の重みとルールを変更して判断を行っている．この

ように知識処理機構は個人，組織など様々なレベルに存在しているが，その入力や出力はレベルが異な

る同士の円環的な相互関係によって規定されているものである． 

 

知識処理機構

マクロ情報

人々の価値意識 判断

取引所（ルールの作り手）

知識処理機構

マクロ情報

定義された制度

判断

行動結果
行動の集合
の帰結

経済主体（ルールの担い手） 取引所の
ルール

自己および他の
取引所のルール

 
図 4 経済主体と取引所の知識処理機構の相互作用 
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7. 結論 

制度に対する知識が産出されるメカニズムについて，サーキットブレーカー制度の変遷を事例としな
がら，知識処理機構と if-then ルールという概念を用いて検討した．これらの概念を用いることによって
経済学や哲学が長く囚われてきた合理性基準や価値論的視点からの脱却を試み，経済主体と取引所がど
のように知識を産出しているのかを示すことができた．経済主体と取引所はそれぞれの知識処理機構が
有する if-then ルールに対する重みを入力と出力の強化学習によって変化させることで，状況適応的な知
識を産出していると見ることができた．また，経済主体と取引所はルールの担い手，作り手という階層
の違う主体同士ながら，動的な相互規定関係を形成することで，互いに産出した知識をそれぞれの知識
処理機構において入力として利用している．すなわち，取引所は経済状況を鑑みて取引所単独でルール
を変更しているわけではなく，経済主体の判断が取引所の判断に影響を与え，取引所の判断が経済主体
の判断に影響を与えるというループを形成することで知識を産出しているのである． 

しかしながら，新しい知識がどのように創造されるかという知識創造について，本研究では説明する
ことができていない．他にも知識が経済主体間で伝達され，また価値規範がどのように共有されるかに
ついても説明できていない．これらについては今後の研究課題とする． 

 

注 
(1) このような考え方は，Berger and Luckmann(2003)に代表される社会構築主義に近いものである．我々は 3 章で if-then

ルールの有効性について述べているが，これは社会制度を対象とした議論であり，知識全般の究極的な有効性や妥当性に

ついて言及するものではない． 

(2) 磁石効果とは，株価がサーキットブレーカーの発動基準である価格に近づくと，投資家がサーキットブレーカーの発

動によって市場での売買ができなくなることを恐れて売り急ごうとするために，逆にサーキットブレーカーの発動が早ま

ってしまうことをいう．サーキットブレーカー制度のデメリットとされる(Subrahmanyam,1994)． 
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問題解決において外的図形が持つ有効性についての fMRIを用いた検討
A fMRI Study on the Efficacy of External Diagrams

佐藤 有理 1)，増田 早哉子 2)，染谷 芳明 2)，辻井 岳雄 3)，渡辺 茂 2)

SATO Yuri1), MASUDA Sayako2),
SOMEYA Yoshiaki2), TSUJII Takeo3), WATANABE Shigeru2)

1) 慶應義塾大学文学部哲学専攻，2) 慶應義塾大学文学部心理学専攻，3) 日本大学医学部脳神経外科系
1) Department of Philosophy, Keio University, 2) Department of Psychology, Keio University,

3) Department of Neurlogical Surgery, Nihon University

【要約】本研究の目的は，外的表現としての図形が問題解決においてどのような認知的役割を持ちうるのかを
明らかにすることである．認知科学では，図形表現の有効性を静的な解釈プロセスに限定するという見解と動的
な推論プロセスにも拡張するという見解とが対置され，研究が展開されてきた．本研究では，認知科学の従来的
手法に加えて脳機能イメージングの手法を用いることで，この問題への取り組みに対してどのような貢献が可能
か，我々の実施した fMRIを用いた実験の報告を通して検討を試みる．

【キーワード】外的表現，図的推論，演繹，脳機能イメージング，fMRI

1. 解釈プロセスにおける効果と推論プロセスにおける効果
これまで多くの認知科学研究によって，図形をはじめとする外的表現が人間の問題解決において効果的である
ことが明らかにされてきた（eg. Glasgow, Narayanan, & Chandrasekaran, 1996）．しかし，図形表現が問題
解決のどの場面で効果的なのかという問題については意見の一致があまり見られていない．Larkin and Simon
(1984)では，図形表現は主として空間的位置表示を利用することができるため，とりわけ情報の探索や認識の
場面において言語表現よりも効果的であるが，推論の場面では，その有効性は限定的なものにとどまると主張し
ている．その背景には，推論プロセスとは，もっぱら表現の意味論的内容に依存し，表現の仕方とは独立であ
る，という考え方がある．他方で， Zhang and Norman (1994)では，外的表現の物理的空間的構造が可能な
操作を制約することによって，ある種の問題解決が容易になるということを明らかにしている．これは与える外
的表現によって課題そのものが変化するという考えに基づいており，動的な推論プロセスにおける図形表現の効
果を示している．さらに近年では，Shimojima and Katagiri (2008)でも，視線追尾装置を用いて，推移性に
ついての推論課題において図形の心的操作が一定の役割を果たしうることを説得的に論じている．このように，
図形の有効性は，解釈プロセスの負荷軽減と推論プロセスの負荷軽減とに区別して考えることができるが，これ
ら二つの要因が実際にどのような関係にあるのかは明確には分かっていない．この問題に取り組むにあたり，本
研究は演繹推論をとりあげる．なぜなら演繹推論は，解釈と推論の二つの要因についてそれぞれ多くの研究が行
われてきた典型的な課題だからである（cf. Stenning, 2002）．

2. 外的表現の有効性に関する認知神経科学的研究の展開に向けて
課題処理に関わる負荷は，脳機能イメージング研究の文脈においても注目されていて，複雑な処理と単純な処
理との差分を計測することで，課題に本質的に関わる脳内機構を解明しようとする試みがある．演繹推論の負荷
に関して言えば，複雑な推論処理が想定される課題での脳活動と単純な推論処理が想定される課題での脳活動と
の差分（この場合では使用される文の構文論的な複雑さは同程度になるように調節される）として計測すること
が可能であり，Monti, Osherson, Martinez, and Parsons (2007) は，このような条件における前頭前野，特
に左前頭極（BA 10）と内側前頭前野（BA 8）の抽象的情報処理と実行制御に関わる領域の特異的な賦活を報
告している．この先行研究の知見に基づけば，図形が推論課題のなかで具体的にどのような効果を持っている
のかを検討することが可能である．前提文に追加してそれに対応する図形が与えられた場合の推論課題と，図
形は与えられずに文のみで構成される通常の推論課題とを比較するという状況を考えてみよう．まず，図形が
推論プロセスで効果があれば，前頭極（BA 10）を中心とした前頭前野の賦活に変化が見られると予想される．
これは，抽象的な推論プロセスが図形表現の具体的操作によって代替される，つまり，図を構文論的対象と見立
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て，その操作によって結論を導くことが可能となるためである．一方，図形の効果が解釈プロセスに限定される
のであれば，図形はこのような役割を負わず，推論プロセス自体は図形があってもなくても本質的な変化はない
と考えられる．そのため，図形が解釈プロセスでのみ効果がある場合には，前頭極（BA 10）を中心とした脳領
域における活動は変化がないと予想される．

3. fMRIを用いた実験
本研究では特に，三段論法推論におけるオイラー図（集合間の関係を円や点の空間的関係（包含関係と排他関
係）に基づいて表現したもの）の効果をとりあげ，その図が与えられた場合と与えられない場合における推論課
題を解く際の被験者の脳活動の違いを機能的磁気共鳴画像法（fMRI）を用いて計測した．

3.1 被験者
被験者は，右利きの健常者 32人で，平均年齢 19.28歳（SD=1.37）の大学生であった．本研究は，慶應義塾
大学文学部研究倫理委員会の承認を得た上で進められており，全ての被験者を対象に事前説明が実施され，その
全員から実験参加への同意を得ている．被験者は全員が日本語を母語としており，教示等の文章は日本語で与え
られた．被験者は，言語群と図形群という２つのグループのいずれかにランダムに分けられた．32人の被験者
のうち，適切にボタンを押せていなかった 3人は除外されたので，言語群は 15人，図形群は 14人となった．

3.2 課題
実験課題は全部で 82題あり，33題は妥当な結論を持つ三段論法（推論課題）であり，29題は妥当な結論を
持たない三段論法であった．このうち，妥当な結論を持つ三段論法だけが以降の分析で使用された．また，三段
論法の文は，特定の内容を含まない形式（例えば「どの Aも Bでない」）で，二つの異なる論理型（前提文の
組み合わせ方）において提示された．これは，数ある三段論法の中から正しい推論をするのが比較的困難なもの
（Dickstein, 1978）が選択された．残りの 20題はベースライン（統制課題）であり，前提のどちらかと全く同
じ文が結論として与えられた（つまり，この結論文はトリビアルに真である）．条件ごとの課題の例が，図 1–4
に示されている．図形群では，前提文とそれに対応するオイラー図が与えられた状態で推論課題を解き，言語群
では，前提文のみが与えられた状態で推論課題を解くことが求められた．

どの Aも Bでない

ある Bは Cである

——————–
ある Cは Aでない

図 1 言語群における推論課題

どの Aも Bでない

ある Bは Cである

——————–
ある Bは Cである

図 2 言語群における統制課題
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図 3 図形群における推論課題
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図 4 図形群における統制課題

3.3 訓練
MRI装置の中に入る前に，被験者は，三段論法推論課題に関する訓練を受けた．二つの前提と一つの結論か
ら成り立ち，与えられた結論が妥当であるならば真であると反応し，妥当でないならば偽であると反応するよう
に教示を受けた．加えて，三段論法で使用される量化文の意味に関する 1ページの教示を読むように指示され
た．さらに，図形群のみ，使用される図形の意味について 2ページの教示を読みように指示された．ただし，こ
の図形群の教示には，図形の操作方法についての教示は含まれない．

3.4 実験デザインと手続き
課題は事象関連デザインのもとランダムに呈示された．一試行の長さは，restの時間も含めて 32秒であり，
ひとつずつ前提が提示され，最後に結論となる文が提示された（詳細な呈示順序やその時間は図 5に示されてい
る）．最後の文（つまり結論文）が現れた後，言語群と図形群双方の被験者とも，15秒間の間に，結論文の真偽
を判定しボタンを押すことが求められた．
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図 5 1試行の刺激呈示順序

3.5 撮像設定と解析手法
撮像には，3 テスラ MRI スキャナ（Siemens Trio Tim）が使用された．撮像設定は以下の通りである：

FOV = 250 mm, matrix size = 64 × 64, thickness = 5 mm (gap = 1 mm), TR/TE/α = 3000 ms/30
ms/ 90◦．データ解析には，Matlab（Mathworks Inc.）上で動く SPM5（Wellcome Department of Imaging
Neuroscience, London, UK, 2007）のソフトウェアを使用した．

3.6 行動の結果と考察
図 6に示されているように，推論課題における結論文の妥当性判定にかかる反応時間は，言語群で 6603ミリ
秒，図形群では 5017ミリ秒であった．群（言語群と図形群）と課題（推論課題と統制課題）の 2要因の分散
分析を行った結果，群の主効果は有意であり（F (1, 27) = 8.405, p < .01），課題の主効果も有意であり（F

(1, 27) = 99.918, p < .001），それに加えて二つの要因の交互作用も有意であった（F (1, 27) = 3.292, p <

.10）．Ryan法による下位検定の結果、推論課題における反応時間は、図形群の方が言語群よりも有意に短かく
（F (1, 54) = 11.367, p < .005），統制課題では有意な差はなかった。また，統制課題における反応時間は，言
語群と図形群の双方において，推論課題の反応時間よりも有意に短かった（言語群：2904ミリ秒，F (1, 27) =
69.742, p < .001，図形群：2454ミリ秒，F (1, 27) = 33.469, p < .001）．

図 6 言語群と図形群における推論課題と統制課題の平均反応時間（キャップ付き縦線は標準偏差を示す）

推論課題の妥当性判定に関する正当率では，言語群 82.3%，図形群 85.5%と非常に高く，両条件間において統
計的に有意な差は見られなかった．また，統制課題の正当率は，言語群と図形群の双方とも 98%以上であった．
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以上の結果，特に推論課題における反応時間の結果より，図形が推論課題において効果的に働き，認知的負荷
を軽減することを行動レベルで確認することができる．

3.7 fMRIの結果と考察
図 7と表 1において示されているように，推論に関連する脳活動（ベースラインとの差分）としては，両群に
おいて，側頭葉，頭頂葉（BA 7），前頭前野腹外側部（BA 6），左下前頭前野（BA 47）など頭頂から前頭にか
けて多くの共通する両側システムでの賦活が見られた（uncorrected p < .00001.）．

図 7 言語群（左）と図形群（右）における推論に関連する脳賦活領域

表 1 言語群（左）と図形群（右）における推論に関連する脳賦活領域のピーク地点の座標とその Z値

Brodmann MNI Coordinates

Location area X Y Z Z-score

Reasoning − baseline

Lt. middle occipital gyrus 18/19 -26 -92 4 5.50

Lt. inferior occipital gyrus 18/19 -30 -85 -8 5.49

Lt. superior parietal lobe 7 -24 -54 50 5.33

Lt. middle frontal gyrus 6 -28 -2 54 5.01

6 -30 4 42 4.23

6 -6 6 60 4.99

6 -4 18 52 4.38

10 -32 40 0 4.58

10 -34 48 0 4.42

9 -46 28 30 4.35

Lt. Superior longitudinal fasciculus 6 -44 10 24 4.18

Rt. middle frontal gyrus 6 32 2 64 4.42

6 28 2 54 4.28

6 26 -8 52 4.14

Lt. inferior frontal gyrus 47 -28 22 -5 4.47

Lt. Optic radiation -24 -26 -4 4.55

Lt. Lateral globus pallidus -18 -2 14 4.42

Lt. Caudate nucleus -16 8 14 3.74

Brodmann MNI Coordinates

Location area X Y Z Z-score

Reasoning − baseline

Lt. middle occipital gyrus 18/19 -32 -92 2 5.78

18/19 -22 -92 14 5.43

Lt. superior parietal lobe 7 -28 -60 42 5.19

Lt. inferior frontal gyrus 6 -40 12 36 5.19

47 -26 20 -2 4.42

Lt. middle frontal gyrus 9 -50 20 32 5.11

Rt. middle frontal gyrus 6 8 16 50 4.14

Lt. Fasciculus occipito-frontalis 6 -26 -2 40 5.06

-16 10 24 3.99

Lt. Sulcus callosomarginalis 6 -6 14 54 4.81

Lt. middle temporal gyrus 20/21 -50 -50 -2 4.71

Lt. inferior temporal gyrus 20/21 -50 -60 -12 4.37

20/21 -50 -52 -14 4.26

Lt. Caudate nucleus -16 -8 24 4.38

ただし，左中前頭回，特に前頭極 (BA 10) は言語群でしか賦活が見られなかった．また逆に，左中／下側頭回
(BA 20/21) は図形群でしか賦活が見られなかった．頭頂と前頭のシステムのうち，言語群と図形群の双方で共
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通して賦活が見られた以下の領域に関しては，Region-Of-Interest (ROI) 分析を実施した．その結果，左下前
頭前野（BA 47）では，図形群の賦活 (p 値 = 1.412) は，言語群 (p 値 = 2.219) の賦活よりも有意に弱かっ
た（p <.10に水準を下げた場合）．左前頭前野腹外側部（BA 6）では，図形群の賦活 (p 値 = 2.132) は，言語
群 (p 値 = 3.814) の賦活よりも有意に弱かった（p <.05）．ただし，右前頭前野腹外側部（BA 6）では，図形
群の賦活 (p 値 = 1.175) と言語群 (p 値 = 1.907) の賦活で統計的に有意差はなかった．また，左頭頂葉（BA
7）でも，図形群の賦活 (p 値 = 2.558) と言語群 (p 値 = 3.269) の賦活とで有意差はなかった．同様に，右頭
頂葉（BA 7）でも，図形群の賦活 (p 値 = 2.156) と言語群 (p 値 = 2.594) の賦活とで有意差はなかった．
以上の各脳領域における賦活の結果について，認知科学や認知神経科学の先行研究を基に分析を行う：

• 前頭極（BA 10）における脳活動は，ハノイの塔課題やロンドンの塔課題のように，複数のサブ操作の結
果情報を統合するような抽象性の高いプロセスに関係するとされる（cf. Badre & D’Esposito, 2009）.
また特に，推論課題において賦活が見られることも知られる（eg. Fangmeier et al. 2006）．通常の言語
的演繹推論においては，与えられた文に関する何らかの心的表現の構成とその操作が標準的なプロセスと
して想定されるので（Stenning, 2002），このような抽象性の高いプロセスが要求されることになり，言
語群では BA 10の賦活が見られたと考えられる．一方で図形群では，図を具体的に操作することで課題
を実行するため，このような抽象性の高いプロセスを必ずしも必要とせず，賦活がなかったと考えられる．

• 側頭回（BA 21/22）における脳活動は，物体認識に関係することが知られており（cf. Vandenberghe
et al, 1996），図形群の推論課題では，ベースライン時よりも図を使用していたと考えられる．

• 左下前頭前野（BA 47）は，言語の意味論的処理に関係することが知られている（cf. Poldrack et
al. 1999）．通常の言語的演繹推論の課題では，この脳領域での賦活がたびたび報告されており（Goel,
2007），これは前提文から意味論的情報を抽出しそれを操作するという演繹推論の認知科学における伝統
的な見解（Stenning, 2002）と整合的である．本実験では，図形群でも意味論的情報を利用しないわけで
はないので，言語群ほどではないにせよ左 BA 47の賦活はあったと考えることができる．しかし，図形
群では図を直接使うことによって，言語群ほどには言語の意味論的処理に頼らなくなったと考えられる．

• 論理推論課題のみならず，問題解決全般において，前頭前野腹外側部（BA 6）の賦活が多数報告されてい
る（総説としてGoel, 2007; Prado, Chadha, & Booth, 2011）が，その理由は必ずしも明らかでない．
Monti et al. (2007) においてもこの脳部位の賦活が報告されており，彼らは，問題解決における BA 6
の賦活は，複雑な問題を解く時に目が活発に動くためだと説明している．この見解に基づくと，図形群は
図を使うことによって，問題が簡単になったため目が動かなくなったと考えることもできる．

4. 総合考察と今後の展望
3.6節の行動結果と 3.7節の脳活動の結果はいずれも，図形による認知的負荷の軽減を示し，さらに 3.7節の
前頭極とその他領域の脳活動計測の結果は，言語的で抽象的な情報の操作から，具体的な図の操作へと推論課題
が変化したことを示唆しており，推論プロセスでの図形の有効性の仮説を支持するものと考えることができる．
このような推論プロセスにおける図形の有効性は，オイラー図だけでなく，線図（オイラー図を一次元に圧縮
したもの）においても見られるが，ヴェン図（集合間の関係を領域に影を付けることで間接的に表現したもの）
などでは見られないことが行動実験によって示されている（Sato, Mineshima, & Takemura, 2010a; 2010b;
Sato & Mineshima, 2012）．これらのことから，少なくとも量化文を用いた三段論法推論に関する限り，包含
や排他といった空間的関係に基づいた操作が演繹において本質的に重要な役割を担うことが考えられる．この
ような主張は，言語的演繹推論についての多くの fMRIを用いた研究（今回の我々の研究に加えて，総説として
Goel, 2007 と Prado et al. 2011 を見よ）や，頭頂葉の局所的な不活化が（特定の内容を含まない形式での）
演繹推論のパフォーマンス低下をもたらすことを報告した Tsujii et al. (2011) の TMS（経頭蓋磁気刺激）研
究の成果と整合的である．加えて我々の今回の研究により，図形を用いた演繹推論においても，頭頂領域にお
ける特異的な賦活が確認でき、このことは自然な演繹推論や演繹の基礎的構造を考える上で興味深い．ただし
Page (2006) の指摘にもあるように，脳機能イメージングの結果を認知理論のある種の判定装置として使用す
るような試み（いわゆる逆推論）は，かなりの危険性をはらむ．そのため，理論的枠組みを整備し，行動レベル
での実験を織り交ぜながらさらに慎重に研究を進めて行く必要があるだろう．
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構成的活動としてのフリーハンドドローイングにおける音楽の影響  

Influence of Music on Freehand Drawing as a constructive activity 

勝谷 祐太1)，森田 純哉1) ，永井 由佳里1) 

KATSUTANI Yuta1), MORITA Junya1) , NAGAI Yukari1) 

1) 北陸先端科学技術大学院大学 

1) Japan Advanced Institute of Science and Technology 
 

1. 研究の背景と目的	 

	 古くから,音楽が人間に与える影響について様々な研究が行われてきた.例えば,音楽の持つ感情的性
格が人間の気分誘導にどのように働くのかといったものや,音楽を聴取しながらの作業が,作業効率に
どのように影響を与えるのかといったものが例として挙げられる.しかし,それらの研究から得られた
データはアンケートによる統計結果が多く,音楽が人間の行動のミクロな部分に与えた影響や創作に
与える影響については未だ未踏の部分が多く残されており,さらに緻密な分析が必要とされている. 
	 本研究では,構成的活動として絵を描く行動を取り上げ,アイデアやデザインを創造する過程である
フリーハンドドローイング時に音楽を聴取することが,人間の筆圧やストローク動作の変化などのミ
クロな部分や,描かれた絵の印象にどのように影響を与えるのかを調べ,音楽が人間の行動に与える影
響の一端を解明することを目的としている. 

2. 研究内容	 

	 本研究では,明るい印象,暗い印象という音楽が持つ感情的性格を分けた二種類の音楽刺激を作成し,

それらを聴取させながらのドローイング実験を行った.ドローイング実験は予備実験と本実験の二つ

に分けて行った.また,被験者は全員特別な美術・音楽教育経験の無い者に協力を依頼した.	 

	 予備実験ではまず,音楽刺激の実験目的に対する妥当性を確かめる意味で質問紙による印象評価を

行い,同時に音楽刺激の印象からの想起語句抽出を行った.その後,各音楽刺激から思い浮かぶ風景を

ペンタブレットを用いてドローイングさせ,数値データを取得した.全被験者の実験終了後,被験者が

描いた絵の印象評価を音楽刺激の印象評価に用いた質問紙を使って被験者内で評価を行った.	 

	 結果,音楽刺激の妥当性は確認され,さらにドローイング中に聴取していた音楽刺激の印象を強く反

映した絵を描くことができることが音楽刺激と絵の印象評価が相関を示したことから確認できた.	 

	 本実験では,予備実験においてそれぞれの音楽刺激から抽出した想起語句を用いてドローイングテ

ーマを設定し,それらをドローイングすることを課題として被験者に与えた.また,本実験では被験者

に音楽刺激は外音遮断目的として取り扱う旨を教示し,積極的には聴取させないように配慮した.実験

後,各被験者の描いた絵は予備実験と同様の方法で本実験の参加被験者内で評価を行った.	 

	 結果,本実験から聴取時に流す音楽刺激の違いによって,平均の筆圧変化に有意な差がみられた.さ

らに,明るい印象の音楽刺激を聴取しながらドローイングを行った被験者は,音楽刺激の音圧の変化と

ストローク速度の変化が相関を示し,音圧と人間の細かな動作が関係していることを示した.	 

3. まとめ	 

l 本研究において,音圧変化を音楽の盛り上がりと捉えた場合,明るい印象の音楽を聴取しなが

ら行う人間の細かな動作は,音楽の盛り上がりと同期していく可能性があることが示された.	 	 
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物語読書に於ける非インタラクティブ性  

Non-interactivity on Reading Narrative	 

布山美慕1)，川村邦光1) 

Miho Fuyama1), Kunimitsu Kawamura1) 

1) 大阪大学大学院文学研究科 

1) Graduate School of Letters, Osaka University 
 

1. 研究の背景と目的	 

小説など物語の読書をする際人は時として我を忘れて熱中し物語に入り込む。そのような熱中や忘

我が何故起こるのか、また、そのような熱中や忘我の時人はどのような状態にあるのか、その一端を

明らかにすることが本研究の目的である。多種多様なコンテンツが増加し物語の読書行為が減少傾向

とは言え、未だ続く読書行為の特殊性を明らかにすることで情報入手やある体験・行為に於ける自己

と対象及びその間の情報の遣り取りというモデルを破る可能性を見いだす。 

2. 研究内容	 

読書についての研究は多くは歴史的、社会的側面から読書論として、また物語については物語論と

して存在する。しかしながらそれらの研究は読む自己と読まれるテキストとその間の作用という形を

前提にしている。テキスト論などによってテキストの捉え方が種々に議論されているが、それでもそ

れは『自己』を前提としてどこにテキストを置くかという問題となっている。 
しかしながら忘我し熱中するような読書に於いて私たちは『自分』が何を感じているか、どのよう

に考えているかなど『自分』としての意識を持つことは無い。その事を素直に捉えるとき『自己』と

テキスト、その間の作用、というモデルではない読書行為の捉え方が必要だと考える。 
本研究では特に類似点が見られるバーチャルリアリティと読書行為の比較を行い、バーチャルリア

リティでは重要とされるインタラクションの要素が読書に欠けていることを確認した。更にインタラ

クションがパッケージ化された情報をやりとりするインターフェースとしての自己に結びついている

ことを、バーチャルリアリティでの現実感や成長過程での身体性の構築から考察した。このことから、

インタラクションが行われない読書行為に於いては本質的に『自己』と『他者』その間の情報の遣り

取りという形式が存在しないと考えられる。 
また、近年では認知科学からのアプローチも存在しており、読書行為の新しい有用なモデルを提供

できることを目指している。現段階では検証できる理論提供の段階には無いが何らかの検証可能なモ

デルを作っていきたい。 
 

3. まとめ	 

	 忘我し熱中するような読書行為をインタラクションの観点から特にその情報入手モデルとしての特

殊性を考察した。それによって新しい読書行為の捉え方を提示することができた。今後は先行研究を

広く調べより具体的なモデルを構築し何らかの検証可能な形を作っていくことを目指す。 
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ガラスから抱く印象の研究 

Research of the feeling from glass 

森下 奈美1)，永井 由佳里1)，森田 純哉1)，ゲオルギ ゲオルギエフ V.1) 

MORISHITA Nami1), NAGAI Yukari1), MORITA Junya1), GEORGI Georgiev V.1) 

1) 北陸先端科学技術大学院大学 

1) Japan Advanced Institute of Science and Technology, 
 

 

1. 研究の背景と目的 

身のまわりには様々なモノが溢れている。今日、機能や性能だけでなくそのモノを使う人の気持ち

を考えた製品が重要となってきている。例えば、外観は使ってみたいという気持ちを引き起こすのに

有効であり、さらに、素材の触り心地は使うことでその良さを徐々に実感させ、生活を通してサステ

ィナビリティに貢献することもある。このように、人間の感性を探ることは製品のサスティナビリテ

ィの向上にもつながる。しかし、製品の外観については多くの研究が行われているが、触り心地に関

する感性評価は現在あまり行われておらず、今後触り心地から製品へアプローチすることが期待され

ている。 
様々な素材を用いた先行研究では、木や金属などの素材の中でガラスの好感度が低かった。また、

タッチパネルの普及により、人々がガラスと接触する機会も増えてきている。そこで、本研究ではガ

ラスの触り心地について、人々がガラスから抱く印象や好感度をより詳細に探ることを目的とし、将

来的に要因解明に貢献したい。 

2. 研究内容 

本研究では、ガラスの触り心地の印象分析のため２つの実験を行う。 

実験１は様々な表面加工が施されたガラスサンプルを触ることによる印象評価である。ここでは被験

者に５種類のガラスサンプルに触ってもらい、その際に抱いた印象や想像したことを発話してもらっ

た。収集された発話を元に発話内容の分類、連想概念辞書を用いた刺激語・印象語のネットワーク分

析をおこない、印象の背後にあると推測されるイメージを抽出した。 

実験２はタッチパネル操作を行う状況を想定した印象評価である。ここでは、触感と操作感の関係を

検討する。具体的には、使用する手（利き手・非利き手）、触り方（指先・３本指・母指球・関節・親

指）を変えて課題に取り組ませ、触り心地評価及びアプリを用いたタスクの操作感評価を行った。タ

スクの成績とアンケートの結果を総合し、被験者の抱いた印象を探った。 

結果から、実験１では表面に曲線・曲面が用いられることで柔らかさを感じさせること、また、直線

的な加工より複雑な加工がされることで人工物に関する連想が減り自然物に関する連想が増えること

が確認された。実験２では触感と操作感の関係、触り方による印象の違いを考察する。 

3. まとめ 

本研究ではガラスから抱く印象評価を行った。ガラスの加工により柔らかさや温かさを感じさせる可

能性があることが示された。今後、実験２の分析結果を踏まえ、ガラスへの印象に影響を与える要因

を探る。 
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情報情報情報情報のののの可視化可視化可視化可視化によるによるによるによる学習効果学習効果学習効果学習効果についてのについてのについてのについての考察考察考察考察 

The Enhancement of Awareness in World Issues by Visualization Method 

野田 浩平

1) 2) 

NODA Kohei1)2) 

1) 株式会社ココロラボ, 2) フェリス女学院大学 

1) Kocoro Laboratory Inc., 2) Ferris University  

 

1. 研究の背景と目的 

本稿では、筆者が私立大学の国際交流学部において実施している情報リテラシー教育の授業におい

て展開する現在のカリキュラムの課題と、2012 年度 4 月から修整する新しいカリキュラムにおいて、

認知科学の応用を用いた新しいシラバスについてそのコンセプトを論ずる。 

情報の収集力を高める例題の分野として筆者は、国際関係、経済情勢、環境問題、経営、芸術、文

学の領域を挙げている。ここで、芸術、文学が入っている理由は受講学生に音楽学部と文学部の学生

がいるためであるが、ここでは最初の三分野に焦点を当てる。 

2011 年度後期の授業ではこれらの分野の情報収集力を高めるトレーニングとして、抽象的な世界経

済の規模やさまざまな資源の残存量などをフェルミ推定で推定するというトレーニングと、それぞれ

の分野のゲスト講師による現場の現状を話してもらうというカリキュラムを実施した。ここで、課題

として、マクロな数値による理解は学生の数理・論理能力に依存し、また、現場のイメージがつかな

い為過大意識も生まれにくいということが明らかになった。逆に、ゲスト講師による現場の話は講師

の確保に依存することも課題である。 

この両者の難点を解消するため、認知科学の応用を用いたカリキュラムを開発する。 

2. 研究内容 

認知科学では、学習効果を高める手法としてゴールベースシナリオで具体的なストーリーの中で試

行錯誤を繰り返すという手法が用いられてきた。これは最近では米軍の兵士がイラクなどに派遣され

る際、そのビデオあるいはバーチャルリアリティ上でのシミュレーションカリキュラムをこなすこと

により学習するという方法などに用いられている。 

他の領域での手法としては、世界のマクロな状況や問題については、「地球が 100 人の村だったら」

という書籍のワークショップ型プログラムなどが現存する。また、開発教育の領域では現場の写真を

活用するフォトランゲージなどの手法が用いられる。これは遠く離れた場所での出来事をありありと

イメージさせる手法として、複数の NPO が飢餓に苦しむ途上国の子供の写真を宣伝に使ったり、ある

いは戦場写真など古くから用いられてきた手法である。また、最近では WFP とコナミが Food Force

という食糧支援のゲームアプリケーションを Facebook で開発している。 

これらの知見を元に、筆者は複数の開発・支援系 NPO などと協力し、実際の他国での支援の現場の

写真やデータなどを用いたシナリオにゴールを持たせ、学生がそのゴールをクリアしていくというプ

ログラムを作ることにより、より学習効果があり、学習分野にも興味を持つカリキュラムを現在作成

中である。 
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エピソードエピソードエピソードエピソード記述記述記述記述によるによるによるによるニーズニーズニーズニーズ探索法探索法探索法探索法 

Needs-Exploration Method through Description of Episode 

竹原 諒1)
，永井 由佳里

1)
，森田 純哉

1) 

TAKEHARA Ryo1), NAGAI Yukari1), MORITA Junnya1) 

1) 北陸先端科学技術大学院大学 

1) Japan Advanced Institute of Science and Technology 

 

 

1. 研究の背景と目的 

今日，顧客志向の製品が普及しており，ユーザは自身にとって最適だと思われるものを吟味して購

入する傾向にある．ユーザの求める製品を作るためにはユーザを知る必要がある．ユーザが求めてい

る要素は何なのか，使いやすいものとは何なのかを分析をする必要がある．行動観察はユーザを客観

的に見ることで，ユーザの行動から潜在的なニーズを探索する方法として注目されているが，人の行

動を客観的視点から観察することは困難であり，誰にでもすぐに実行できるものではない． 

そこで本研究では，ニーズ探索までのプロセスを支援する手法を提案する．人の動作の集合体を行

動とみなし，何らかの意味を成す時，これをエピソードと定義する．このエピソードを書き起こすこ

とで映像を通じてどこに着目するか焦点を絞るよりも，着目する点がはっきりするのではないかと考

えられる．  

2. 研究内容 

本研究は，実験により行動観察のエピソード記述によるニーズ探索を実施する．実験では行動観察

の手法のひとつであるビデオを用いた観察を行い，ビデオからエピソードの記述と並列性，意図性，

情況，注視点，対象者，場面というタグを設定する． 

実験の方法は，まず予備的観察を経て提案した手法によってニーズ探索ができるかを検討する．そ

して，提案した手法を使用するグループと，使用しないグループの比較を行う．実験のタスクは各グ

ループでデザインアイデアを考案してもらう．更に得られたデザインアイデアを評価してもらう．被

験者に実施してもらったアンケートによる評価や実験プロセスで気づいた点などの分析から方法の評

価を行う． 

3. まとめ 

本研究では，初心者が難しいとされる行動観察のニーズ探索までのプロセスを支援する手法を提案

した．エピソード記述を用いることで，並列性，意図性，情況，注視点，対象者，場面というタグを

手がかりにしたデザインアイデアが産出されれば，本手法の有用性を示す手がかりとなる．様々な観

点から分析を行い，エピソード記述によりニーズ探索の有用性を検討する． 
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環境保全に係る組織内の知識創造を促す環境管理会計手法の考察 

Management Accounting Scheme for Encouraging  

Environmental Knowledge Creation  

 

ホー バック，白肌 邦生 

HO Q. Bach，SHIRAHADA Kunio 

北陸先端科学技術大学院大学 

Japan Advanced Institute of Science and Technology 

 

【要約】環境保全を促進させる組織内部での知識創造について，文献レビューを行いなが

ら，会計学領域からのアプローチにより考察を行う．特に環境会計の Eco-Efficiency という

概念に着目し，この概念を環境管理会計として活用するために実践的な運用法を構築する

ことで，企業組織内における知識創造が促進されることを提案する． 

 

【キーワード】環境管理会計 Eco-Efficiency 知識創造 

 

1. はじめに 

グローバルな地球環境問題に対処することが企業の社会的責任であると考えられるよう

になったのは，最近になってからである．企業の社会的責任を果たすための方策として，

環境会計が期待されている．環境会計は，外部環境会計と環境管理会計とに大別できるが，

日本における環境会計は，環境省ガイドラインに影響されている外部環境会計が中心とな

っている．  

だが，企業の内部管理を適切に行うためには，外部環境会計のような標準化を志向する

ものでなく，経営意思決定目的ごとに問題に対処していくことが必要となる．そのための

施策が，環境管理会計である．環境管理会計が普及して企業内で浸透することによって，

従業員の環境意識が高まることが期待される．  

 そこで，環境会計の中でも外部環境会計にも環境管理会計にも適応可能であり，発展が

期待されている Eco-Efficiency という概念に注目した．Eco-Efficiency は，財務パフォーマン

ス÷環境パフォーマンス，又は，環境パフォーマンス÷財務パフォーマンスの式で表され

る．しかし，それでは環境パフォーマンスが下がったとしても，財務パフォーマンスをそ

れ以上に高めることによって，Eco-Efficiency の値を高めることができる．したがって，企

業の社会的責任である地球環境問題に対処するためには，環境保全への貢献の度合を示す

環境効率をより正確に測定できる環境管理会計スキームを構築する必要がある． 

 その環境管理会計スキームが企業内の階層別に活用できるように，実践的な運用法を構
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築することにより，従業員の環境意識を高めて企業組織内の環境保全に係る知識創造を促

すことが可能となる． 

 

2. 文献レビュー 

2.1 環境管理会計発展の必要性 

 1999 年に環境省ガイドラインが発行されたことを発端に環境報告書を開示する企業が急

速に増加した．河野（2001）でも，1997 年以来の 3 年間で環境報告書を開示する企業が倍

以上に増加していることが示されている．そして，國部（2003）は日本における環境会計

の導入・開示が環境報告書の発行とほぼ同時的に普及したことを示した．  

國部は 2000 年の調査において，東証一部上場企業 430 の中で，何らかの環境会計情報を

開示している企業は 184 社にのぼり，環境報告書発行企業の中では 70％以上が環境会計情

報を開示していることを明らかにし，更に内部管理よりも情報開示目的がより重視されて

いる傾向があることを明らかにした．岩田他（2008）や平山他（2002）でも，同様に環境

会計が外部環境会計中心であることが述べられている．  

しかし，東田他（2005）でも指摘されていたように，外部報告目的の環境会計をそのま

ま企業内部の管理目的として使用しても機能しない．環境会計を企業経営に役立てて，企

業が地球環境保全に貢献するためには，内部管理に関する会計スキームを構築し，従業員

の環境保全に係る知識創造を促すことが重要となる．  

 

2.2 Eco-Efficiency 

本稿では，外部ステイクホルダーとのコミュニケーション・ツールとしての有効性と内

部の意思決定ツールとしての機能を併せ持ち，環境会計の中でも注目を集めている

Eco-Efficiency という概念に注目する． 

Eco-Efficiency とは環境パフォーマンスと財務パフォーマンスを両立させる複合的な効率

性指標であり，多面展開が可能な概念のことである．Eco-Efficiency には，製品又はサービ

スの価値÷環境影響という公式があり，企業活動に伴う環境負荷を最小化しつつ創出され

る経済価値を最大化することが目標となる．この公式の逆数の環境パフォーマンス÷財務

パフォーマンスという式を実務に用いている企業もある．これは，経済価値を創り出すた

めにどれだけ環境に負荷を与えたのかを表す指標となる．川村（2002）は，リコーの環境

負荷利益指数＝売上総利益／環境負荷総量やキリンビールの環境負荷集約度＝環境負荷排

出・使用量／付加価値を具体例として挙げている． 

このように，分子・分母には様々な要素と組み合わせがあるため，業種や企業の特性に

応じて最も相応しい要素を選定することが求められる．宮崎（2003）は更に，企業内の階

層別にもそれぞれ異なる式を活用するべきであると主張した．しかしながら，これは概念

提示に留まっており，実践的な運用法を構築する必要性がある． 

これに加えて Eco-Efficiency には，更にいくつか課題がある．大坪（2005）は，Eco-Efficiency
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を高めることが企業の成長を促し，環境資源の使用増加を引き起こす恐れがあることを明

らかにした．また，湯田（2003）は，環境パフォーマンスが低下しても，財務パフォーマ

ンスを高めることによって Eco-Efficiencyを向上させることができるという問題点を指摘し

た． 

川村によると，環境会計とは「どれだけ環境コストをかけることで，どれだけ環境効果

があったのか？を問うもの」である．したがって，これらの課題を克服し，Eco-Efficiency

を環境会計により役立てるためには，費やした環境コストに対する環境効果の度合である

環境効率を正確に測定できるような会計スキームに発展させる必要がある．そして，その

会計スキームを内部管理目的として企業内の階層別に広く用いることによって，従業員の

知識創造を促進することが期待できる． 

 

表 1：環境管理会計の発展必要性と Eco-Efficiency の課題 

著者(発行年) タイトル キーポイント 

河野(2001) 環境報告書の現状と課題 環境報告書の普及． 

國部(2003) 環境会計の拡張可能性 
環境管理会計の発展必要

性． 

岩田他(2008) 

企業における環境情報開示の展開 : 環境

報告書・CSR 報告書データベース構築につ

いて 

環境情報開示の重要性． 

平山他(2002) 
日本企業による環境報告書の現状と課題：

東証一部上場企業の内容分析を通じて 

環境省ガイドラインの影

響力． 

國部(2003) 
環境会計を企業経営に役立てるためには何

が必要か 
環境会計の重要性． 

國部(2004) 
環境管理会計実務の普及と展開：日本企業

の動向 
環境管理会計の有用性． 

東田他(2005) 

日本企業の環境報告書における情報開示と

規定要因：2003 年発行の環境報告書分析を

中心に 

環境報告書の限界． 

川村(2002) 
「環境経営指標」の時代へ ―環境負荷と

経済価値のバランスから環境経営を評価― 
Eco-Efficiency の実務例． 

宮崎(2003) 
環境会計手法の類型化 エコ・エフィシャ

ンシー概念をめぐって 

Eco-Efficiency の企業階層

別導入案． 

大坪(2005) 
企業実務にみるエコ効率指標とその動向 

－エコ効率における三つの視点から 
Eco-Efficiency の問題点． 

湯田(2003) 
エコ効率の向上に向けた財務パフォーマン

スと環境パフォーマンスの結合 
現行Eco-Efficiencyの限界． 

知識共創第２号（2012）

Ⅴ8-3



3. 環境効率を中心とした Eco-Efficiency 

 文献レビューの結果から，Eco-Efficiency には環境保全に対する貢献度合をもっと正確に

測定する機能を持たせることが必要であると示された．そこで，この問題に対して，

Eco-Efficiency＝環境付加価値／環境負荷の式を基本形として表すことを提案する．この場

合，環境付加価値とは，企業活動によってどれだけ環境効果を創出することができたかを

表す環境パフォーマンスである．具体的には，温室効果ガス排出削減量やそれに伴う経済

効果，或いは，環境保全活動により得られた経済効果などがある．分母と分子両方に環境

パフォーマンスを用いることにより，環境効率を正確に測定することが可能となる． 

しかし，環境パフォーマンスだけでは経済活動における合理性を判断するには不十分で

ある場合も多い．そこで，この式に更に変数 X を掛けた式を新たな環境管理会計スキーム

として，最終的な公式を以下に提案する． 

Eco − Efficiency =環境付加価値

環境負荷
⁄  ×  変数 X 

 この変数 X が，企業の知識創造を促す重要なファクターとなる．変数 X に特別な決まり

はなく，企業別，或いは，階層別の目標や状況に適応させて用いることが求められる．ど

のような変数を用いることが効果的であるのかについて考えることによって，環境保全に

係る組織内の知識創造が促進される．  

 例えば，自動車メーカーの経営者が変数に売上高を用いると Eco-Efficiency の値が上がっ

たが，変数に経常利益を用いると値が下がったという場合がある．このとき，企業方針と

して，環境効率を保持，又は，向上させながら利益率の高い製品を開発・販売するという

インセンティブが働く． 

また，開発部を例にとると，変数に企業目標に則したウエイト付けを用いることができ

る．環境負荷の 3 倍の環境付加価値創造を達成する製品開発が必要である場合，

Eco-Efficiency＝（環境付加価値／環境負荷）×（1／3）という式が用いられる．自動車メ

ーカーの開発部であるなら，ハイブリッドカー開発の例が挙げられるだろう．ハイブリッ

ドカーによる環境付加価値項目としては，ランニングコスト中における排出ガス削減量が

代表的である．このとき開発部は，環境負荷の 3 倍の環境付加価値を創出するハイブリッ

ドカー開発の必要性に迫られる．つまり，排出ガス削減量を増加させるためには，どのよ

うな製品を開発する必要があるのかについて考えることが必要となり，これが環境保全に

係る知識創造を促進する． 

階層別の例として，最後に営業の例を挙げる．営業の店舗販売を例にとると，環境付加

価値項目には環境製品の販売による環境効果などがあり，環境負荷項目にはエネルギー消

費量や CO2 排出量などがある．そして，変数には店舗面積や営業時間の逆数などを用いる

ことが有効であると考えられる．つまり，Eco-Efficiency＝（環境価値創造／環境負荷）×
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（1／営業時間）という式が成り立つ．この式を用いることにより，営業時間を削減するこ

とも環境保全に貢献しているということが示されるので，残業時間を削減するインセンテ

ィブが働く．残業時間の削減は，企業の社会的責任の一面である労働環境の改善にも繋が

る．  

このように従業員一人一人が自分自身で適切な変数 X について考えることによって，環

境意識が高まり，環境保全に係る知識創造が促進される．内部管理目的として Eco-Efficiency

を階層別に活用することによって，環境保全に係る組織内の知識創造を促すことが可能に

なる． 

 

4. 結論 

 本稿では，文献レビューを基に日本の環境会計が外部環境会計，外部報告目的中心である

ことを示した．しかし，環境会計を機能させるためには外部環境会計の充実だけでは不十

分で，環境管理会計も発展させていく必要がある． 

そこで，環境会計の中でも注目を集めている Eco-Efficiency という概念に焦点を当て，文

献レビューを行いながら，その課題点を示した．従来の Eco-Efficiency は環境パフォーマン

スが下がっても財務パフォーマンスを高めることによって高めることが可能なため，環境

保全に貢献できているかを正確に測定することは難しい． 

これに対し本稿では，企業が本当の意味で地球環境保全に貢献するためには，

Eco-Efficiency が環境付加価値÷環境負荷という式で表されるべきであると述べた．更に，

その式に変数を掛けることによって，より具体的に企業内の階層別に活用することが可能

になる．そして，Eco-Efficiency を企業内の階層別に活用することによって，従業員の環境

意識を高め，組織内の知識創造が促進されることを提案した．  
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観光を革新する体験価値共有の外国語教育サービスの提案 
Experience sharing based foreign language education service for new sightseeing style  

 

董 又碩，白肌 邦生，小坂 満隆 

DONG Wooseok, SHIRAHADA Kunio , KOSAKA Michitaka 

北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 
Japan Advanced Institute of Science and Technology, School of knowledge science 

 

【要約】本投稿は，地域振興のため，地域の資源を「観光」するだけではなく，地域主民が持っている資源

への誇りを語学教育サービスに融合し，様々な人々に五感を用いて体験させる，新語学サービスモデルの提

案である．また，その体験を IT 技術を用いて共有・交流させることで地域振興につながると期待する．特に，

推進のために地域活性化のリーダーとして，継続的に振興と活性化できるような新サービス，ソフトやシス

テム，イベント等を開発するベンチャービジネスを立ち上げることを強く提唱する． 

 

【キーワード】教育サービス，体験共有，経験共有，外国語教育，観光創造，経験経済，GDL，SDL 

 

1. はじめに 

現在，日本は世界第 1 位の高齢化国となり，産業活動が可能な若者が急速に減り，国の財政悪化が進

んでいる．更に，世界経済の賃貸，円高等，外部環境も厳しい状況である．特に田舎の場合，高齢人口

が圧倒的に多いため，地域産業の賃貸と地方自活体の財政悪化等で公的支出による地域振興が困難(観

光庁，2008)となっている．この問題に対しては，これまで観光主導で地域振興を目指す取り組みがな

されており，日本政府は日本観光庁を設立(2008 年 10 月)し，新成長戦略「元気な日本復活シナリオ」

の一つとして，「観光立国・知識活性化戦略」を閣議決定した． 

従来の観光は，旅行会社が「資源」としての観光商品をデザインし，旅行者がそれを体験・経験する

ことで「満足価値」を得るというプロセス(図 1)であった．  

 

 
 

図 1．従来型観光のプロセス(森重，2009) 

 

しかし、観光は根本的には訪問客個人が地域に存在する「資源」の「価値」を求め，ただ観覧しなが

ら楽しむモノであり，その観光体験が他者に共有されるかについては不確実である．これはすなわち，

地域振興のためには従来の観光と「地域振興＝観光＝資源を見回る」と言う公式のあり方を見直し，そ

こに新しい要素を付加していく必要がある． 

地域振興を射程に従来の観光と異なる取り組みとして，本稿では外国語教育サービスに注目する．地

域主民が持っている資源の知識と誇りを込めた教育コンテンツと供に外国語と言う新しい認識インタ

ーフェースと五感で資源を体験しながら，その利用状況で生きている外国語を身につけられる外国語教

育サービスを提供することで，新しい資源の価値を生み出す可能性があると主張したい． 

また，地域資源に触れた際の個人的な経験をソーシャルメディアと連動した教育支援システムの上に

発現・共有・推奨することで情報発信と宣伝も自然的に行われると考えている． 

本投稿では，最近流行っている韓流により，学習者が目立って増えている「韓国語」サービスを対象

として例える．本投稿の構成として，2 章では先行研究である，観光創造プロセスと経験経済・経験製

品の製作に関して述べた上，本提案のアプローチを示す．3 章で体験価値を共有する，新しい外国語サ

ービス、「ウリユメ」サービスを提案を行い、4章で期待効果を述べてまとめる． 
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2. 先行研究とアプローチ 

2.1 観光創造プロセス 

森重によると，観光による価値に対して，近来の旅行者にとっての「価値」の評価基準は「何を見た

か」から「何を感じたか」と言う「体験価値(Schmitt，2000)」に変わっている．これは，単なる「資源」

をモノとして考え，見て回ると言う GDL(Goods Dominant Logic) 型の観光サービスから，「資源」を体

験することで新しい価値が生まれると言う SDL(Service Dominant Logic) 型の観光サービスが望まれて

いることを表す．また，観光からの体験・経験のプロセスにおいて得た「価値」を，何らかの形で他者

に共有することによって，観光への動機付けから伝達・共有のプロセスを経て，両方が統合される可能

性があると述べている． 

その 1 つは、観光以外の場面(地域の主民・産業・行政等)で「資源」を体験・経験することによって，

経験価値を得る場合である．もう 1 つは，旅行者が観光を通じて経験価値を創造し，その経験価値が旅

行者以外の関係者(友人・家族等)に伝達・共有される場合である．この 2 つの場合によって，「資源」

に関する価値・誇り・知識等を暗黙知，旅行商品等を形式化された形式知として考え，暗黙知を獲得す

る「共体験」が重要(野中・竹内，1996)で、そのためにインターネットを通じて経験・体験価値を伝達･

共有する，観光創造プロセス(図 2)を提案している． 

 

 
 

図 2．観光創造のプロセス(森重，2009) 
 

2.2 経験経済と経験製品の提供モデル 

経験の経済（The Experience Economy，PINE and GILMORE，1999）では，顧客に経験を豊かにさせる

ための場を設定するために，「The Experience Realms」(図 3)を示している． 

顧客が経験するサービスに対して顧客の参加度（横の軸）と心理的な状態（縦の軸）を設定し，4 つ

の領域（エンタテインメント・教育的・エステティック・逃避）に分けている．特に，「The Experience 

Realms」の 4 つの領域が全て満たされる部分を「スウィットスポット」と呼び，経験製品の提供にて目

指す領域であると主張している． 

そのモデルにそって，Hartl と Gram は，家族向けの経験型の観光製品提供モデルを提案している．こ

のモデルは経験マーケティングにもつながり，観光とは五感を用いて自然や観光資源を体験し，その体

験の瞬間から価値が生まれ，それを何とかの記録(写真，ICT 等)に残して「思い出」として提供するべ

きであると述べている． 

 

 
図 3．経験製品のスウェットスポット（PINE and GILMORE，1999） 
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3. 新教育サービス、「ウリユメ」サービスの提案 
3.1 提案するサービスの定義とモデル 

提案するサービスの名称は「ウリユメ(夢)」とする．直接翻訳すると，「我々の夢」という意味であ

るが，「ウリ」と言う単語は単なる集団ではなく，家族みたいに意識を共有する共同体としての意味を

持つ．韓国語の教育サービスに対して、体験価値を生み出せるような教育コンテンツ(電子ブック、DVD、

本等)の製作、学習内容の経験ができる実際の‘場’(韓国語で体験ができる・サービスを受ける所)のネッ

トワーク化、教材と‘場’を結びつけて活性化させるような学習支援システムの開発を行い、その 3 つの

要素を統合した、新しい外国語教育サービスモデル(図 4)である．  

 
図 4．新教育サービス，「ウリユメ」のサービスモデル 

 

3.2 サービスモデルの構成要素 

(1) ウリ教材：地域の資源とサービスに関する話を教育コンテンツとして製作，電子ブックとゲーム

の形式で学習ができるように提供することで，エンタテインメント性を高める． 

(2) ウリ教室：ウリ教材に基いて学習ができる、有料の「韓国語教室」の運営． 

(3) ウリ場：ウリ教材に基づき，実際の体験ができる，地域資源のサービスの場である．事前に場と

して登録すると，場の紹介と位置情報，場のイベント情報，学習コンテンツ等をウリ学習システ

ムから発信することでユーザーを場に引き込み，ウリ場での体験を誘導し，またウリ学習システ

ムで共有させることで「ウリ輪」と言うネットワークを生成、地域の活性化を目指す． 

(4) ウリ学習支援システム：動画講義，PDF 文書などの教育コンテンツを提供する，既存の E-Learning

学習システムに得々な学習支援システム(場面別語彙・文法トレーニング，語学能力の表示機能，

場の経験共有機能等)を統合した，学習活動を支援するシステムである．学習者にウリ教材，ウリ

場，ウリ教室の要素を結びつたサービスをパソコンとスマートデバイス(iPhone 等)で利用可能． 

 

3.3 サービスの利用シナリオ 

 ウリ夢サービスの利用シナリオは，図 5に示す．ウリ場の提供者は事前にウリシステムにて場の登録

を行う．学習者はウリシステムで近所にある場の情報を検索し，提供されたウリ場へ直接訪問する． 

 ウリ場の提供者は，サービスを受けることを希望する人へ目印となるもの(リストバンド，テーブル

に置く人形等)を提供し，自由に利用できる形で様々なサービスを提供する際に，韓国語で話をかける． 

ウリ場の利用により，学習者はウリ教材とウリシステムで学習した内容を実際のシチュエーションと場

所で試すことが可能になる．また，ネイティブスピーカーの発音と表現を場面別で聞くことで，生きて

いる言葉と表現を学習できる．学習者はウリ場で体験した内容と経験をコメントとしてソーシャルメデ

ィアと連動したウリシステムに入力し，体験共有を行う．その体験情報はウリシステムとウリ場の活性

化につながり，利用客の増大を狙い，新しいマーケティングの手段として活用する． 
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図 5．ウリユメサービスの利用シナリオ 

 

3.4 本提案の新規性と有用性 

二つの先行研究はあくまでも観光を対象にしているので，資源の美しさを五感で感じる「Aesthetic」

と，現実の生活から離れてゆっくり休養する「Escapist」の領域は満たせられるが、「Entertainment」と

「Educational」の領域に関しては，弱みがあると考える． 

また，生まれた体験価値を共有することに関しても具体的な仕組みが足りない． 

本投稿では資源に対して，エンタテインメント性と教育性を考慮し，資源の「新価値」を取り上げる

ために，体験型の外国語の教育サービスを出し上げ，観光と融合する，新教育サービスを提案する． 

その提案の有用性とは，従来の観光とは異なる，新しい視線（資源を見回ることと共に学習の対象と

して体験する）と状況（資源に関する地域住民の知識や誇りを外国語で学習しながら得る）で地域の資

源を体験し，顧客の経験ストーリを作ることで新しい価値が生まれることである． 

更に，その体験ストーリをソーシャルメディアと連動した学習支援システムで共有させることで，「資

源」の新しい価値創造と共有が行われる． 

また，従来の観光の目的である，観覧と休養することと共にゲームのような面白い外国語教育サービ

スを提供することで，「スウィットスポット」を目指せることにも有用性がある． 

 

4. 期待効果とまとめ 
本サービスは実際のビジネス化を目指している．本サービスの名称，｢ウリユメ｣は，みんなが一緒に

(ウリ)盛り上がれる・楽しめる・夢が叶えるような熱いサービスを提供したいと言う意志を込めている． 

本サービスを提供することで，地域にある資源に対して「外国語教育」と言う体験方式を提供し，新

しい経験価値を生み出してソーシャルメディアで共有することにより，観光客だけではなく，語学を狙

う顧客も地域に訪問させると期待している．また，地域資源の新価値を生み出して，観光と教育だけで

はなく，民間の交流や他の産業分野にも用いることで地域振興にもつながると期待している． 
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1. 研究の背景と目的 

情報伝達において，情報受信者の誤解を可能な限り抑制する適切な情報内容・表現の設計は，効果

的な知識共有・創造・活用の第一歩として重要な課題である．例えば，昨今の防災ソフト対策気運の

高まりから住民間・行政間での防災知識共有を促進することが叫ばれる中，日本在住外国人は言語・

文化の違いから伝達される防災情報の解釈が困難であることが多く，在住外国人向けの防災情報伝達

改善が喫緊の問題として採り上げられている．情報伝達研究では特に，情報発信者が情報受信者の母

国語で情報を伝達しても，双方の文化などの背景知識によって，情報を構成する言葉に対して辞書的

規定の範囲を超えた意味を認識することがあり，このことを考慮した情報設計が重要であると主張し

ている．認知言語論では，普遍的かつ精密に背景知識と言葉の対応関係を解明することを目指し，背

景知識の記述理論及び背景知識と言葉の対応付け理論の探究が進められている．本研究では，工学的

立場から状況適応的情報提供システム構築を最終目標とし，その設計基盤としてある具体的な領域や

発信者・受信者での情報伝達における言葉の意味認識を分析・明示化するためのフレームワーク構築

を目指す．そのために求められる一般性・粒度での背景知識と言葉の対応関係モデルの構築，背景知

識の記述理論及び背景知識と言葉の対応付け理論を探究する． 

2. 研究内容 

本研究では，暗黙的な背景知識や背景知識と言葉の意味認識の関係を解明する手がかりとして，様々

な集団がそれぞれ共有している共通認識に着目する．集団とは，ある特定の地域内や共通の目的の下

に集合している人々全体を指す．共通認識とは，その集団が過去の経験に基づいて構築・共有してき

た変動性の少ない概念的な物事の捉え方を指す．複数の集団ごとに異なる共通認識が，集団間で共通

の言葉に対し異なる意味認識を生むと仮定し，共通認識明示化から言葉の意味認識解明へ段階的にア

プローチする．共通認識の明示的記述には，オントロジー工学的手法を用いる．オントロジー工学は，

概念の暗黙的構造の体系的・明示的な記述であるオントロジーの構築方法論である．言葉の意味，つ

まり言葉の背後にある概念は集団ごとに特有の捉え方（共通認識）がある時，この関係性は概念意味

制約の文脈依存性として捉えられ，オントロジー工学における，暗黙的な概念の意味制約の文脈依存

性を明示化する理論であるロール概念を用いた記述が効果的と考えられる．集団間の対象概念の共通

性を明示化し，集団固有の意味制約へ特殊化する基盤としての言語依存・集団独立の共通認識オント

ロジー，様々な領域語彙の背後にある概念を明示化するための汎用構造として機能する領域独立・集

団固有の共通認識オントロジーの構築を通し，領域語彙の意味認識分析の方法論・フレームワーク構

築を試みる．  
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光トポグラフを使用した将棋の対局中、対局者の脳活動の変化の研究 
                  電気通信大学 システム工学科  緒方克敏        

概要  

将棋の対局中、対局者の脳活動をNIRS (near-infrared spectroscopy：光トポグラフ) 装置を用いて観測する

実験を行った。装置はMRIと違い被験者の身動きが自由で仰臥姿勢や体を固定されることがない。 

将棋は本邦古来のゲームでチェスに似ているが、取り上げた相手方の駒を自己のものとして自由に盤上

に使えると言う世界に類の無い特徴を持つゲームである。 

対局中、対局者は、ゲーム進行に伴う状況判断と次の手の決定を右脳で行うと云うのが通説である。本

間４）は、ゲームの中で、右脳（Fp2）と左視覚野（O1）が記憶の引き出しと事態との照合を行い、右脳が判

断しているのではないかと述べている。また、金子１)16)はゲームを通じて脳に刺激を与えることで認知症

の予防や治療に役立つという。他方、最近では、脳内の神経活動を計測して、その信号により機械を操作

する Brain-Computer-Interface が提唱され、障害者の支援や、リハビリテーションに応用する技術が盛

んに開発されている。 

そこで、今回の実験ではタスクを実戦の対局として、これを観測することにした。当然のことながらゲ

ームの対局中、対局者は勝利するべく緊迫感を持ち続ける。次いで、これは簡単なタスクに答えを求める

のとはすこし違う点で、その違いは“答”を“創意”、工夫”、“創作”しなくてはならないことである。そ

の答えが正しいのか、間違っているのか、ゲームが終わるまで、少なくとも相手が次の一手を着手するま

では判然としない。相手のある実戦では自己との闘い、葛藤もあって尚、予め決められた時間内に答を決

めなければならない。ポーカーフェイスを装っていても劣勢若しくは非勢に陥ったときは、脳はフル回転

し、逆に優勢の時は余裕を持って活動すると考えられる。この様なタスクを課して脳の活動を観測するこ

とは、高度な知的活動のメカニズム解明の一端に役立つものと思われた。そこで、脳活動を脳内血流量の

変化として、これを観察するのに、対局開始から投了まで、その変化を時間の経過と共に局面も同時に観

察することにし、高速ビデオカメラを併用して、盤面とNIRSのデータの時間軸（サンプリングタイム 0.055

秒）との照合を行った。将棋対局は対局時計を使い、持ち時間各 8 分、秒読み 20 秒付きで、1 局およそ

30分以内に終了するように設定して 7局（被験者 14人）を行い、その初手から終局までの脳内血流量変

化を連続観測した。 

実験から、対局者の前頭部の右脳（Fp

2）の活動は左脳（Fp

1）に比べて顕著であり、また、後頭部左視

覚野（O1）の活動は右視覚野（O２）と比較してはるかに大きいことが観測された。また、脳内血流量の変

化から、相互に情報を交換しているものと推定される時間帯もあり、なお、形勢の優劣，気力、気分、対

局相手の圧力など、局面に応じた環境状態により Fp

2とO1が瞬時の間一時休憩をすることが観察された。

その血流の変化が、頻繁に O1がプラス表示になるときは危機感、同様に、頻繁に Fp2がプラス表示になる

ときはほぼ絶望状態を表すとも観察された。また、何故か、おなじ血流の増加でも酸化ヘモグロビンの増

える人と還元ヘモグロビンのふえる人があることが観察された。 

 

Key words 

      NIRS. 将棋 脳内血流量。右脳（右前頭前野）左脳 左視覚野(後頭部左) 右視覚野（後頭部右） 

知識共創第２号（2012）

Ⅴ11-1



知識共創第 2号	 (2012)	 	 	 

 

ライフサイエンス系大学研究室における知識創造	 
Knowledge Creation in Academic Laboratories of Life Science Field 

	 

立花浩司 

TACHIBANA Koji 
 

北陸先端科学技術大学院大学	 
Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) 

	 

【要約】ライフサイエンスは，これまで多くの先進国において政策的に重点投資が行われてきた研究分

野である．日本においても 1990年前後からライフサイエンス関連の研究・教育機関の設置数が増加し，
現在もなお，第 4期科学技術基本計画における「ライフ・イノベーション」の中心的な存在として重視
されている．しかし，ライフサイエンスに基礎をおくビジネスの規模は「バイオテクノロジー戦略大綱」

の予想を下回り，また研究人材の需要も増えていないことから人材のミスマッチが大きな課題となって

いた． 
本研究ではこうした問題に対処するため，大学を対象として研究室教育の観点から現状を理解し，課題

解決に向けた示唆を得ることを目的としている． 
 
【キーワード】ライフサイエンス	 大学	 研究室教育 
 
1. はじめに	 
	 ライフサイエンスとは，生物学あるいは生命科学を対象とする研究分野を指す．また，ライフサイエ
ンス研究の出口に相当するのがバイオテクノロジー関連産業である．バイオテクノロジー関連産業は，

サイエンスに依拠したイノベーションが中心的な位置を占め，研究との距離が近い「サイエンス型産業」

という特徴を持っている（Pisano	 2006）．	 

	 1984 年に「ライフサイエンスにおける先導的・基盤的技術の研究開発基本計画」が内閣総理大臣決定

され，1986 年に閣議決定された「科学技術政策大綱」において，重点推進分野のひとつとしてライフサ

イエンスが位置づけられた．第 1次バイオブームが起こり，多くの異業種企業が市場参入を図ったもの

の，バブル崩壊とともにブームは収束へと向かった．しかし，ライフサイエンス関連の国家研究予算は

引き続き増額を続けた．	 

	 1990 年代後半からは，ヒトゲノム研究の勃興に伴って第２次バイオブームが起こり，現在も継続して

いるものと考えられている．医工学，ナノバイオ，バイオインフォマティクスといった新興・融合領域

や，他分野との連携に注目が集まるとともに，研究者／非研究者，あるいはアカデミア／インダストリ

アルいずれのキャリアにおいても，高まる人材流動性を意識したサバイバル能力の涵養について考えて

いく必要があると考えられる．	 

	 

2. 研究室に着目する理由	 
	 濱中（2009）は，工学系大学院進学者において研究室専念型の比率が増加し，研究室教育が「唯一の
学習の場」となりつつあることを鑑み，研究室教育の重要性が増す一方，研究室教育の担い手である教

員が教育者としての教育を受けておらず，力量のバラツキが観察されたと指摘している．	 

	 また，筆者は 5年一貫制博士課程制度を採用している大学院において，非研究者への進路変更が難し

いとの指摘を受けた．外部の人に助言してほしいという教員がいる一方，自分の研究のことは自分たち

だけにしかわからないから，ということでクローズドな体制・雰囲気をつくっている教員もいる．いず

れの場合も，研究室ごとに組織の壁が存在し，他の研究室のやり方を取り入れることができない，もし

くは取り入れにくい体制があるように思い抱かせる．	 

	 

3. 当該分野における課題研究室に着目する理由	 
	 「サイエンス型産業」に立脚するライフサイエンス分野は，実用化，産業応用に至るまでの道程が長

く，不確実性が高いことが指摘されている．大学研究室での研究者養成を主軸とした人材育成と実際の

キャリアパスとの間に不整合が発生し，とりわけ研究室での活動じたいが課程修了後のキャリアに結び
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つきにくくなっている．特定の専門分野の学習を端緒とし，より広い分野に展開していく可能性をもつ

専門性（柔軟な専門性）を身につけ，そこから領域の拡張を目指す（本田 2009）こと，さらにさまざ
まな分野の人たちとの協働や対話の中で，自らの研究を反射的に見つめ直したり，新しい視点を手に入

れたりする（寿楽ら 2009）ことが，当該分野における人材育成の喫緊でかつ最も大きな課題と考えら
れる． 
	 ライフサイエンス・バイオテクノロジー系研究室の場合，論文を産出することで研究室を維持してい

くために，労働集約的な実験への長時間の拘束が一般化しており，本来なすべき学生が論文を読む時間

を確保することさえ不自由しているという指摘もある． 
	 

4. 方法と経過	 
4.1	 研究室へのインタビュー調査および研究発表ゼミ等の観察（2010/12~2011/02）	 
	 関東の理系私立大学において 2010 年 12 月から 2011 年 2 月にかけて，研究発表ゼミ等の観察および
インタビュー調査を行った．	 

	 学部内でライフサイエンス系の研究室は一部に限られており，入学後のガイダンスではじめて当該分

野の研究室を選択する学生も少なくないと言う．研究発表ゼミでは，外研先に出向している学生も含め

て，ラボメンバー全員が研究の進捗状況等について発表し，指導教員およびオブザーバーからの意見や

アドバイスを得ている．発表者以外の学生が意見やアドバイスを行うことも可能であるが，全体的に発

言は少なく，教員からも聞かない限り言ってもらえない状況にあった．	 

	 今後，他研究室との比較を行うとともに，研究室の課題について議論するイベント実践で得られた知

見や，研究室教育改善のための先行研究等をフィードバックすることを検討している．	 

	 

4.2 サイエンスカフェおよびアフターカフェでの聞き取り（2011/07）	 
静岡市内で 2011 年 7 月に行われたサイエンスカフェおよびアフターカフェ（懇親会）に参加し，東

京と京都所在のライフサイエンス系大学研究室に在籍する博士後期課程の大学院生と意見交換を行っ

た．いずれもウェット実験が中心の学生で，これまでも指摘されてきた労働集約的な実験への長時間の

拘束は現在も根強く残っており，新たな発想や気づきにつながる論文を読む時間に影響を与えているの

はほとんど以前と変わっていないということであった．とくにライフサイエンス系の場合は高度に専門

化し，かつ大人数のグループで共著論文を書く文化が根強く，ウェット実験に時間を取られすぎること

によって，研究者としての個人の能力が養われにくいとの指摘もあった． 
	 

4.3「GakuSayNet 大学院生交流会」における実践（2011/09~2011/12）	 
	 筆者らは，総合研究大学院大学（以下 総研大と略），奈良先端科学技術大学院大学（以下 NAISTと
略）および本学の学生有志と協働し， 
１）発想ゆたかに新たな問題解決を導出し，	 
２）自らの将来を別の角度から考える機会を創出する 
ことに目途に，大学院生のための異分野交流会「GakuSayNet大学院生交流会」（以下 GakuSayNetと略）
を実施した（2011年 12月 10~11日開催）．これは，異なる学問分野を専攻する大学院生同士が一同に
会して行うテーマ別討議「異分野クロストーク」と，進路について 3人のゲストスピーカーの話題提供
を受けてメタ・レベルで考える「より良いキャリアに進むために」の 2つから成っている． 
 

                               
図 1：GakuSayNet大学院生交流会 
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GakuSayNet の由来と変遷 
	 GakuSayNetの由来は，分野の枠を越えた学術交流を通して新規学際分野の開発や分野横断型共同研究
を行う力を身につけることを目的に，過去 4年間開催されてきた総研大の学生企画事業「総研大ワーク
ショップ」である．GakuSayNetは，「総研大ワークショップ」から対象を全国の大学院大学全体に拡大
し，さらなる多様な知識，発想を取り入れた新しい知を生み出す可能性を探ることを念頭に発足した．

そのうち，趣旨に賛同した上記 3大学院大学で合同の運営委員会が組織され，幾度の議論を経て目標が
明確化され，軌道修正が行われた．最終的に参加対象は大学院生全体まで拡張されたが，運営主体は 3
大学院大学のままで維持された． 
コンセプトは「デザインしすぎない」こと 
	 企画段階から，参加者のモチベーションが高まり対話が促進されるよう，東京大学大学院情報学環主

催のカフェイベント「UTalk」やこれまで筆者が開催してきたサイエンスカフェの経験等を参考に，内
容を詳細にデザインしすぎないことに留意した．「デザインしすぎない」「柔らかなデザイン」を意識

することで，ふだんワークショップに慣れていない参加者も活発に議論できる余裕を仕掛けておいた．

運営に関わった総研大および奈良先端大生たちにとって，予想以上に発言が活発で時間が足りないくら

いに感じられたという． 
ライフサイエンス研究者以外のキャリアパスを考える上での気づき 
	 交流会の発起人は，総研大生命科学研究科所属の学生である．彼は総研大キャンパスが全国に分散し

ており，同研究科内であっても学生同士の協働が物理的に難しいということを問題として捉え，同校の

学融合推進プログラムを利活用して起案した．5 年一貫で研究者養成の専門教育を行う同校にとって，
研究者養成教育のみならず高度職業人材育成も行う他の大学院大学との交流は新鮮で映ったという．さ

らに，ライフサイエンス研究者以外のキャリアパスを考えるうえで複眼的なものの見方，考え方に気づ

くきっかけとなった運営委員会での経験は，発起人のみならず他の運営委員にとっても刺激になってい

る． 
今後の発展に向けて 
	 運営委員会内部では，異分野のつながり，人脈づくりの大切さを痛感したので，総研大と独立した形

ででも何らかの形で継続していきたいという声が多く挙げられていた．また，本学においても，学生主

導ではないが同様の企画が石川でできないか，打診を受けた．また，NAISTの学生有志が主体となって，
GakuSayNetをベースにした新たな企画が検討されている．このように，もとは総研大の内部企画だった
交流会が，今後は運営委員会経験者から形を変えて広がっていく可能性が示唆された． 
 
4.4「いきいき研究室増産プロジェクト FORUM2012」での実践（2011/06~2012/02）	 
	 筆者らは，学生目線の「GakuSayNet大学院生交流会」とは別に，研究室運営のヘッドである PI（principle 
investigator，大学の場合は教員）を巻き込んで大学研究室の運営そのものを変えていくことを目途に，
「いきいき研究室増産プロジェクト FORUM2012 ~研究室の当事者による，当事者のための「研究室経
営論」をつくる~」を企画している（2012年 2月 27日開催予定）． 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
図 2：いきいき研究室増産プロジェクト FORUM2012 
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筆者を含む主催者側の考え方 
	 いきいき研究室増産プロジェクト FORUM2012で筆者を含めた主催者側からは，これまでの内部の議
論をもとに，概略以下のような問題提起を行なう予定である． 
	 - 研究室は大学における研究・教育の実質的単位である 
	 - 社会的・経済的・公共的価値の創造・発展を担う人材育成の役割を研究室に期待されている 
	 - 研究室を取りまく環境は複雑で相矛盾する要求がある中，そもそもリニアモデルでは描ききれない 
	 - しかも，政策側，学会・大学・研究科，研究室・教員・学生の誰も全体の詳細を把握できていない 
	 - 中教審に代表される政策側の議論に研究室現場の研究・コミュニティの意見が軽視されている 
	 - 研究室の当事者による研究室経営論を考えることが，現場改善のためには喫緊の課題である 
コンセプトは「巻き込み」 
	 研究室教育の現場を変えていくには，問題意識を抱える学生へのアプローチにとどまらず，研究室運

営の主体である PIの巻き込みが欠かせない．「研究室を当事者目線で，かつ俯瞰的に認識するための枠
組み」の雛形を早急につくることが企画運営メンバーの総意であり，今回のフォーラムはその端緒を築

くことを重要視している． 
ライフサイエンスの独自性・大学研究室の一般性 
	 これまでの「いきいき研究室増産プロジェクト」では，企画運営メンバーのバックグラウンドに依存

して工学系でかつ，非ライフサイエンス系に偏っていた．そのため，ライフサイエンス系の大学研究室

に適用するには実態とはややかけ離れた議論が行なわれていたように感じられた．今回は，筆者が企画

運営に加わることにより，前述の GakuSayNet の企画運営を通じて関わるようになった総研大・学融合
センターに所属するライフサイエンス分野の研究者（講師）をパネラーとして招聘することが決定して

いる．さらに，パネルディスカッションで他の研究分野のパネラーと議論することにより， 
１）研究分野 
２）PI 
３）ラボメンバー 
その他様々な要因によってどのようなラボマネジメントが適切かを，個別にかつ俯瞰的に明らかにしよ

うと考えている． 
ライフサイエンス分野のパネラー予定者からの指摘 
	 筆者がパネラーのひとりとして招聘した，ライフサイエンス分野の教育に携わる研究者からは，ウェ

ブ会議を通じて，次のような指摘がなされた． 
１）問題 
	 問題の 1つ目として，先生と学生との関係の問題がある．個別の人の特性の問題というより，「閉じ
たものにしてしまいがち」という問題である．自分の研究のことはどうせ自分たちにしかわからないか

ら，ということで，クローズドな体制・雰囲気をつくっている．そのような閉じた体制の中で研究がう

まくいかなかったりすると，経験も知識も無い学生は自分の能力の問題にしてしまい，研究をしたいと

いう気持ちがそがれてしまう．閉じた体制の中で学生に一定のレベル・グレードのジャーナルへの投稿

を求めたりすると，能力・努力だけじゃなく運も研究成果には必要ということが学生にはわからず悩ん

だりする． 
	 問題の 2つ目として，仕組みの問題がある．他の研究室のやり方を取り入れることができない，取り
入れにくい体制が今はある．総研大ででもうまくいっている研究室は，副担任制度のような仕組みをう

まく使い，オープンな仕組みの中で学生の指導をしている．そうでない，学生が困っているような研究

室は，閉じた関係になってしまっている． 
	 問題の 3つ目として，学位やキャリアの問題がある．研究していることじたいや，学位が社会的に評
価されるようになれば，もっと良い．アメリカでは学位をとるのに日本（5 年）より長く（7 年）くら
いかかるというデータがあるが，その代わり，途中でいったん止めても良い，という雰囲気がある．日

本では，「学位とれずに大学を止めるのは能力がなかったから」「大学でやっていけなかったら企業に

いく」という雰囲気がまだあったりする． 
	 自分は理学系の出身だが，工学系では大規模な研究室で，大きなテーマの一部を学生が分担して担当

したりするので，「自分のしていることの意味がわからない」という問題も生じるのだろうな，と思う． 
最近，大規模な教育プログラムや新しい大学院体制がでてきている．それももちろん意味があるとは思

うが，学生を振り回すことにならないようにしなければいけない，とも思う．今すでに行われている研
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究室での研究・教育を確実にやっていくことも大事だと思う． 
２）理想 
	 去年の濱中先生の話（いきいき研究室増産プロジェクト FORUM2011）にあったように，研究室教育
は一定の効果があると自分も考えている．ただし，クローズドな体制になってしまっていると問題が生

じてくる．研究室教育の内容がもっとオープンになれば，もっと良いものになると思う． 
	 自分の出身の研究室のうち良かったところでは，ボスが横暴ではあるが，方針をきちっと持って指導

にあたっていたし，ゼミでのディスカッションがきちんとできていた．良く他の研究室の人も来ていた

し，副担任制も生きていた． 
	 最近「コースワークをしっかりする」というのが大学院改革の流れとしてある．しかし，分野ごとの

差異もあり共通の教育カリキュラムでしっかりした方が良い部分もあるが，やはり研究室で個別にする

方が良いと思う．研究室教育でしっかりやっているのが，日本の良いところだと思う． 
	 また，日本でももっと「研究してきたことじたい意味がある」と社会一般で受け止められるようにな

れば，博士課程を途中でやめてしまったりしても「数年がムダになった」と考えなくて良いようになる．

それに，「博士号をとれなければ意味がない」と考えなくても良くなるので，気が楽になる． 
 
4.5 JST/RISTEX プロジェクト「不確実な科学的状況での法的意思決定」における経験	 
（2009/10~2012/09） 

	 筆者は，科学技術振興機構社会技術研究開発センター（以下 JST/RISTEXと略）の研究開発プログラ
ム「科学技術と社会の相互作用」の 2009 年度採択課題「不確実な科学的状況での法的意思決定」（研
究代表者：中村多美子（弁護士法人リブラ法律事務所	 弁護士））の研究プロジェクトメンバーのひと

りとして，科学グループ（主に基礎物理学者によって構成されている）と法グループ（主に弁護士，法

学者によって構成されている）とのコミュニケーション・ギャップに日々直面している．本プロジェク

トの領域総括補佐を務め，科学史・科学技術社会論が専門の小林傳司教授（大阪大学コミュニケーショ

ンデザイン・センター）をもって「法と科学の間に愛ははぐくめない．しかし，社会問題という子ども

をともに養育していかねばならない」と言わしめた現状は，水と油以上の認識の乖離の深刻さを示して

いる． 
	 筆者個人の理解では， 
	 - 「議論を言葉に残さない」・「記録に残さない」文化と「記録に残すのが当然」の文化との対立 
	 - 厳密に定義づける文化といくら厳密にしても対応できない部分は臨機応変に対応する文化との対立 
	 - 異なる考え方を頑として認めない文化と多様性を認める文化との対立 
等，様々なところで対立軸が認められる． 
	 科学者の基本的な思考は「ピア・レビュー」による評価が軸になっている．自分と異なる社会の存在

を尊重し敬意を払う文化には必ずしもなっておらず，特に基礎研究においては研究分野間の対立もある

ため，例えば文化人類学のように，いったん自らの分野の立ち位置から一歩退いてメタ・レベルで物事

を捉えようという意識が薄いように感じられた．アカデミアで長年ライフサイエンス系の基礎研究に関

わってきた，学生指導に携わる大学教員の多くは，本プロジェクトの科学者と近い立場にあると考えら

れ，「科学と社会をつなぐ」等と大上段に構えなくとも，例えば民間企業のように社内の他部門とのコ

ミュニケーションが要求されるキャリアパスへの適切な指導にさえ困難を覚えるのではないかと危惧

された． 
 
5. まとめ	 
	 本研究では，研究室へのインタビュー調査・研究発表ゼミ等の観察，サイエンスカフェおよびアフタ

ーカフェでの聞き取り，「GakuSayNet 大学院生交流会」・「いきいき研究室増産プロジェクト
FORUM2012」での実践，JST/RISTEXプロジェクト「不確実な科学的状況での法的意思決定」における
経験等をもとにライフサイエンス系大学研究室における知識創造のあり方を考えるために，多方面から

の現状理解に努めてきた． 
	 実際に研究室調査に至るまでに，幾つかの研究室に当たりをつけて調査依頼をかけたもののすべて断

られてきている．国内での例がほとんどないライフサイエンス分野のラボラトリー=スタディーズは、
ラボの閉鎖性の側面があると考えられている（伊藤 2009）．ピア・レビューが優先され，自らの研究
分野を越えてコミュニケーションを行うモチベーションの希薄な研究室にとって，メリットを感じにく
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く先行事例もほとんど聞かれないラボラトリー=スタディーズに協力するということじたいが考えづら
いのかも知れない．今回例に挙げた研究室は，もともと研究室教育の改善に関心を持っていた若手教員

が，中学や高校のように教員免許状を取得するプロセスを経ずに学生指導する立場に「なってしまった」

現状から脱却したいという意欲を持っていたという背景がある（ある種，相場観をもったコンサルティ

ングをしてくれると思われたフシが感じ取れた）． 
	 今回，ラボラトリー=スタディーズ以外の手法により，多角的な視点で大学教員および学生の実情に
迫ることができた．そのうえで実際の研究室教育を変えていくためには，大学教員の意識改革とオープ

ンな仕組みの構築，さらにより多くの大学教員の意識を変え，政策面からもサポートする研究室経営論

の雛形を現場レベルからつくり上げていくことが必需と考えられる． 
	 JST/RISTEX プロジェクト「不確実な科学的状況での法的意思決定」に関しては，プロジェクト参画
当初，本研究への示唆はほとんど得られないものと考えていたが，プロジェクト内での度重なる議論を

経て，結果として大学における基礎研究者が陥りがちな思考パターンを（半ばフラストレーションを抱

きながらも）実感することができた．異なるアクターとの相互作用を間近で見ていたからこそ感じ取る

ことのできた経験で，同じ研究室に時間をかけて入り込んでも見えてこなかった視点なのかも知れない．

RISTEX プロジェクトにおいて最も重要視されているのは「社会実装」である．今後は，RISTEX プロ
ジェクトから得た示唆も加味した形で社会実装の端緒となるよう本研究を発展させ，ライフサイエンス

系大学研究室運営のイノベーションへとつなげていきたい． 
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地域医療とローカルナレッジの融和 

‐震災医療支援を通しての地域医療の再生‐ 

Integration between community medicine and local knowledge 

 :Re-organizing the local healthcare after the earthquake 
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ABE Toshiki
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1) 東京大学 

1) University of Tokyo 

1. 研究の背景と目的 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災以降、東北地域ではこれまで潜在的にあった地域医療の体制の欠陥

が潜在化することになった。特に地域の総合病院の一つである石巻市立病院が津波で機能不全に陥っ

た石巻エリア、医療行政の対応が遅れた気仙沼の両エリアではこれらの課題が顕著に出てきていると

言える。またこれらの背景には地域における慢性的な医者不足、少子高齢化に伴う医療ニーズの増大

などの全国の各エリアに共通する地域医療の問題点が背景として指摘されている。本研究では、震災

復興過程で浮かび上がった地域医療の課題を整理すると同時に、震災医療支援から見えてきた地域医

療の新たな形を示すことでの今後の地域医療政策への貢献を目的とするものである。 

 

2. 研究内容 

今回の震災被害の特徴は広域な被害エリア、自治体や医療施設の被災、津波による多数の死者、生存

者に対しての緊急医療のニーズの少なさ等が挙げられる。一方で高齢化の進む地域であったため被災

者には高齢者・要介護者も多数存在し、避難所や仮設住宅においても多様な医療ニーズがあり、地域

におけるプライマリーケアのニーズが非常に高かったことが言える。これらは被災地に限らず、今後

多くの地域で予想される変化であり、今回の震災はこれへの早急な対処がもとめられたという点で非

常に価値の高いモデルケースといえる。本研究では「リディラバ」などを始めとする社会貢献性の強

い団体が支えてきた、日本プライマリケア連合学会の震災復興プロジェクト PCAT（Primary Care for All 

Team）のおこなった医療支援策を一つの示唆として研究対象とする。当研究での論点は「地域医療に

おけるプライマリーケアの重要性」「従来の医療チームよりも多様な職種による医療チームの必要性」

「被災地における在宅医療支援などにおけるローカルナレッジと医療行政の融合の重要性」の３つで

ある。 
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