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大学 における教養教育の位置づ けと専門教育との関連 について
―情報学部 における「コトづくり」の観 ′
点から一
高橋 晃 (静 岡大学 情報学研究科)

1.情 報学部とはどのような学部か

に産み出されて以来、既 に 20年 近い歴史があるこ

本学 の 「情報学部」 は、 1'96年 にそれまで大学
において教養教育 を担 つてきた 「教養学部」を発

とを鑑みると、浜松市民に対す る当学部 の印象 の
薄 さはいかん ともし難 い。
上記 の よ うに、情報学部 の隣の 「工学部」は (本

展的に解 消・改組 し、教養教育の教員 を多 く含 ん
だ形で設立 された。以来二十年近 くが経過 してお

学の工学部 も含 めて)一 般的 に認知度 が高い。 わ
が国全体においてシ ンプルな 「工学部」 とい う名

り、情報学部 とい う 新学部"は 固有 の歴史を刻
みつつ ある。
しか し、「情報学部」 とい う学部は、その内実が

称 の学部 は 100余 (国 立 46、 公立 7、 私 立 64。 ちな
みに同 じく伝統的な学部名である 「理工学部」は

名称 からはわか りにくく、そのためか人 々の記憶
に残 りに くい よ うである。文部科学省 による 学

これ とは別 に 41学 部)も ある。 これは 「工学部」
とい う単純な学部名称 の示す概念が、一般的にも

校基本調 査"等 によれば、わが国 には修飾語 がつ
いていない単純な 「情報学部」 とい う名称 の学部

理解 しやす い ものであることの反映であろ う。
工学部 とい えば 日本 においては 「モ ノづ くり」

は、国公 立でわず か 3学 部 のみが、また私立では
15学 部が設置 されてい る。一方、「情報」の名前を

であ り、イメージをつかみやすい。モ ノは 目に見

その どこかに 冠す る学部 "は 、私 立大学を含め
て 42種 類 (大 学院 の 研究科"単 位 では 50種 類)、
「晴
のべ 100学 部程度 が存在 している。この理由は、

える。手 に とることもできる。企業の製品 として
世に出れば経済へ の影響 も大きく、 日常生活でそ
れ らを目にす る機会 も多 くなる。そのた め、工学
部 が何 をす る学部なのか、 とい う点については大

報」とい う言葉 がそれ 単体では幅広 い内容 を含み、
抽象的であ り、言葉 として知覚 されにくい、 さら

学関係者以外にも分か りやす い もの と考え られ る。
翻 つて、情報学部 とは何をしている学部 (だ と

には理解 されにくい対象であることを示唆 してい
るように思われ る。そのため、多 くの学部は 「情
「科学」「国際」「環
報」とい う言葉 の前後 に「経営」
境」「社会」「通信」「電子」「都市」「図書館」 とい

思われてい る)の だろ うか。
オー ソ ドックスなイメージは 「コンピュー タを

つた 比較的意味がわか りや い言葉 "を 付 け加え
ることで、読み手 にイメー ジを持たせやす くして
い るようだ

(「

総合」をつ けてい る例 もあるが、こ

れは意味的 にはあいまいなままである)。 しか し、
シンプルな 「情報学部」 とい う名称 については、

研究 してい るところ」であろ う。 日本 にお ける上
記 のよ うな"情 報関連学部"の 成 立の多 くは 1980
年代か ら2000年 代初頭にかけてである (大 学組織
において"情 報"を 専門に教育・研究す る学部 レ
ベルの組織 としては、筑波大学における"情 報学
類"(一 般的な大学における"学 部"と ‖
学科"の

ここ浜松 においてす らなかなか浸透せず、浜松駅
か らタクシーに乗 る際に、行 き先 を 「静岡大学ま

中間程度 の規模 に相 当す る)が 1977年 、正式な"
学部"と しては文教大学が 1980年 に開設 してい る)。
この時期は、 コンピュー タが徐 々に社会に出回 り

で」 と告げると (静 岡キャンパ スではない、 とい
座 に「工学部 ですね」
う確認 の意 があるにせ よ)貝 口

は じめ、 日常生活において もコンピュー タやネ ッ
トワー クといった 概念"(こ の段階では多 くの

と返 って くる体験は、情報 学部 の関係者な ら一度
は覚 えがあるかも しれない。情報学部 が浜松 の地

人 々にとつては未だ実物ではない)が 次第に浸透
しつつ あつた時期 である。その後 の世界において、
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部、ない しそれをさらに発展 させた 「コ トお こし」
の学部 として定義 し、その性質を考察することで
い う概念 を独 立 して扱 うための教育組織に対 して、 「情報学部」 がいかなる性質の組織であ り得 るの
か、について考察を行 う。そ して、そ こにおいて、
将来を見越 した形 での要請や期待 があつたことは
情報 とい う概念 がます ます重要 になってゆくこと
自体は異論 の余地がなかった。 そのため、情報 と

想像に難 くない。
しか し、単 にそれだけであれば、それ以前 に存
在 した 「工学部内部 での情報系学科」において も
ニーズは賄 えたはず である。現 に、静岡大学にお
いて も、1971年 とい う日本における比較的早い時
期 に、工学部内に 「情報 工学科」が設けられ、そ
れが 1987年 には 「情報知識 工学科」へ改組 され、
さらに 1995年 には 「知能情報工学科」へ と改組 さ
れた。 これ だけの コス トをかけて組織改変 を繰 り
返 したことは、工学部 内部において も情報 (工 学)
系の学問 についての必要性や 、あるいは従来の工
学か らの独 立の機運 が高 まっていたことの反映 と
考 えられる。
実際には、最後 の改組 であった 「知能情報 工学
科」は 1995年 度 のわず か 1年 でその役割 を終え、
翌 1996年 度 か らは、国立大学では初 の 情報 を専
門に扱 う学部組織 "で ある 「情報学部」が立ち上
がつている。 そこには、従来 の知能情報工学科 か
らの移行 である 「情報科学科」 に加 え、それ まで
は存在 しなかつた文科系の学部 「情報社会学科」
が並存 していた。 この 「情報社会学科」のメンバ
ーの多 くは、前身 である 「教養部」において教養
教育 を担当 してお り、実質的には浜松における教
養教育の主幹を担 うこととなつた。
このよ うに、あえて抽象的な 「情報学部」 とい

教養教育が どの よ うに役 立つのか、また、それに
よつて、2014年 現在行 われてい る「新学科 の開設」
を含 んだ学部改組や、またその次 の期間に企図さ
れるであろ う、 さらなる組織改変 について、学部
全体を統一 した観点 を含 んだ一案を提示す ること
を目的 とする。

2.「 モノ」と「コト」
本稿 では、情報学部を、新 しい学問領域である
「コ トづ くり」「コ トおこし」を行 う学部 と定義す
る。だが、そもそも 「モ ノ」 と「コ ト」 とは、 ど
の ように区別 され るのだろ うか。
「コ ト」
「モ ノ」は比較的容易 に知覚できる一方で、
は直接 に知覚することが難 しい。「モ ノ」は上記に
も記 したよ うに、 目に見えるし、触 つて操作す る
こ ともできる。 一般的 に、人間は、 自分が具体的
に見た り触れた りできる (知 覚 できる)対 象 につ
いては、考 えることが得意 である。それは、幼い
頃か ら生活 の中で自然に鍛 え上げ られる情報処理
が、外界 のデー タを取 り入れ て処理する 「知覚」
とい う仕組み によつて成立 しているためであると
考えられる。赤ちゃんは、 自らも能動的 に動きつ
つ 、 目や耳、鼻 といった感覚器官、皮膚表面 の各
種センサーな どを積極的に活用 して、周囲の世界
を把握 し、 自分な りの構造化を行 う。そ うした情

う名称 で、独 立 した学部 の設 立 を当時の文部科学
省 が認可 した背後 には、工学部内の"情 報系学科"
を超えたカテ ゴ リー に属す る、新領域の学問を生

報処理経験 を繰 り返 して成長 した結果、人間は、
知覚可能 な対象"に ついては、集 中 して効率 よ

み出す、あるい は従来の学部 にない能力 のある人
材を輩出 してほしい とい う、当時 の国策 レベルで

上 げることができる。

の期待 があつた もの と考えられ る。
具体的 にそれがいかなるものであったのかはさ

く取 り扱 うこ とができる情報処理 システムを作 り
したがつて、人間は知覚 できる 「モ ノJに つい
ては扱 うことが得意 だが、一方で、直接に知覚 し
に くい 「コ トJを 処理する段になると、それほど

2014年 の現在 において も、
ておいて、
残念なが ら、
それは (静 岡大学 に限 らず、 どの大学の 「情報学

得意ではない。 日に見えない、耳 に聞 こえない、
手で触れない、そ うした"抽 象的な対象"に つい

部」 において も)ま だ明確 には実現できていない
よ うに筆者 には思われ る。
そ こで、本論文では、「情報学部」を、工学部の

て、外在化せず に心の中だけで内的に思考す るこ
とは、一般的に困難 である。多 くの場合 には、人
間はそれ ら抽象的な 「コ ト」 を、何 らかの形式で
知覚できるよ うな 「モデル」に置き換 えて取 り扱

「モ ノづ くりJに なぞ らえて、「コ トづ くり」の学
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う。 た とえば 「数式」は数学 とい う抽象概念を目
に見 える形 で表示 したモデルである (ま だ抽象度

そもそも 「モ ノ」 と「コ ト」は対立概念 ではな
い。た とえば、「雲」 とい う気象現象は、表面的に

は相 当に高いが、 日に見えるだけ多少 は具体性が
増 してい る)。 「プ ログラム言語」 とは、 コンピュ
ー タ内部 の仕組み を通 じて発 生 させたい 「コ ト」

は、大気中に細かい水滴 が多量 に浮かんで光 を乱
反射 してい るモ ノを示す。 しか し、実際には 「雲」

を、 ヒ トにも (比 較的)わ か りやす い形 で記述可
能 に したモデルである。また汎用モデル記法 であ
る 「Unifled Modclhg Langllagc,IIML」 は、 ヒ トと

れなくなった水分 が、液体 とい う形 で大気 中に析
出 している 現象"で あ り、モ ノとい うよりは「コ

システム 間の さまざまな相互作用 とい う「コ ト」

とは、大気中の飽和水蒸気量を超えて溶け込みき

トが表面化 した状態」である。雲 とい うモ ノを理
解す るためには、雲 をモ ノとして出現 させ る背後
トワリ)を 理解す る必要がある。 また、
プ リコジンが提唱 した 「定常開放系 (散 逸構造)」
4)と ぃ ぅ概念におい ては モ ノとコ トの 目はさ
、
境

を、図式 に表現す ることで 日に見えるよ うに し、
関係者間で の共通理解 を促進するもので ある。 ま
た 「法律」 とは、社会 とい う集団の中での ヒ トの

の理

ふるまい を、知覚できる (読 める)形 で制約 を与
えたものであるとい える。そもそも「言葉」も「思
考」を (内 容 のすべ てではない にせ よ)他 者が知

らに曖味 となる。人間の細胞は lkgあ た り 1兆 個
(体 重 60キ ログラムの場合 には約 60兆 )あ ると

(コ

いわれ るが、新陳代謝 によつて常に入れ替 わって

覚 できるよ うに出力 したモデルであると解釈すれ
ば、言葉 によつて表現 される様 々な内容 は、 ヒ ト
が関わる多 くの抽象的なコ ト (の 一部)を 他者 が

い る。 その結果、ある期間が過ぎると、細胞 自体
は物理的には全て入れ替 わっていることになるが、

知覚 できるよ うに外在化 したものであると解釈 可
能である 1)。 このよ うに、 コ トの概念 は幅広 く、

続けるこ とができる。 これは、多細胞生物におい
ては、細胞 とい う個 々の 「モ ノ」が生物 の主体で
あるのではなく、細胞が集合 した生体 の「機能 (コ

また豊富である2)。
一方、実 は 「モ ノ」 とい う概念 も、それ ほど確
固たるものではない。同 じ花を、人間に とつての
可視光領域 で捉 えた場合 と、昆虫類な どが知覚可

それであって も我 々は自分 自身であることを保ち

ト)」 が一定に保たれて さえいれば生命体 として間
題がない とい うこ とを示 している。人間の社会的
組織においても、 メンバーの誰かが入れ替わつて

能 とされ る紫外光や赤外光領域 で捉 えた場合 には、 も、機能的に同 じ役割 を果た していれば、組織全
ま ったく異 なつた模様 が見える場合 がある。 この
体 としては同じよ うに機能す る。
この よ うに、見方を変 えれば、「モ ノ」 とは、特
場合 には、 どちらが正 しいモ ノであるのか とい う
問い かけは不毛であ り、モ ノのあ り方は知覚す る
主体 (生 物 )の あ り方によつて大きく異なって く
る。人間において も、知覚 システムには個人差が
ある。特に 日立つのは、聴覚面での 「絶対音感」

殊な条件 で知覚可能な形 で表出す る 「コ ト」 に他
ならず、「モ ノ」は 「コ ト」に包含 され る概念であ
るともい える。 ここか ら、「コ ト」について考察す
ることは、「モ ノ」についての考察を拡張 した形態

の有無や、視覚面での色彩知覚 の相違 (い わゆ る
「色覚障害」と呼ばれる現象)で あるが、他 に も、

になるもの と考 えられ る。

空間把握や 立体視、あるいは遠近法 の効果、味嗅

3.「 コト」を考えなければならない理 由

覚な ど、 さまざまな知覚に個人差 があることがわ
かつてい る3)。 個人間において知覚 システ ムに相

上記 のよ うに、 コ トは抽象的で困難 であるが、
それでも現代社会において無理にでも 「コ ト」を

違 があれば、た とえ同 じモノを知覚 した としても、
そ の個人 によつてモノの捉 え方が変 わつて くる。

専門的 に考 えなければい けない必然性がある。 そ
れは、(特 に この浜松 とい う地において意識せ ざる
を得ない)単 純な 「モ ノづ くり」 の考え方に限界

さらに、それ らの情報処理 の結果 として構成 され
る 「世界」 自体 も大きく変わる。 したがつて、「普
遍的なモ ノ」 とい う概念 は実際 には存在 せず、知
覚主体によつてモ ノの在 り方は変わ り得 る。

が生 じつつ ある ことに由来す る。 た とえば、 日本
の携帯電話 は、世界的 な機種 と比較 して も大変多
くの機能 を有 してい る。最新 の機能を持 つた素晴
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らしいモノを作 つてい るが、世界市場 で概観す る
とシェアは微 々たる物である。近年 の携帯音楽機

場で大きなシェアを占める Apple製 品による携帯
音楽機器については、2000年 代当初 より、戦略的

器 も、高音質や多機能 (例 ノイ ズキャンセル機能)
を誇 ってい る製品もあるが、全体 としてシェアを

な市場展開がなされていた。最初 の段F/1で は、

また、逆 に、作 つ
占めることができていない
たモ ノが世界市場 で想定外に売れてい るとい う現
5)。

象 に対 して も、経営幹部がその理由を説明できな
い とい う事態を招 いてい る6)7)。
これ らの 「モ ノづ くりが通用 しない」現象 が起
きる理由は、モ ノの背景 にあるはず の各種 の 「コ
ト」を考慮せず、またモ ノづ くりによつて起 こし
たい 「コ ト」 を明確にせずに 「モ ノづ くり」に励
んだ結果 であると本稿 では想定す る。
携帯電話 の例 では、機能 の多 さを「モ ノづ くり」
の品質 と誤解 した ところに原因があつた と考 えら
れる。それまでの 日本の製品開発における 「付カロ
価値 を増 して高い価格で売る」 とい う戦略 の下で
開発 された製品は、 コンピュー タを内蔵 した製品
カテ ゴ リー においては、一つの製品の中に使 い き
れない程 の膨大な数 の機能 を内包 させ る結果 を生
じた (こ こで 付加価値 =多 機能"と い う観念 が
開発者 あるいは企業 の意識 の根底にあることに注
意)。 しか し、一般的なユーザは基本機能のみを使
う機会 が大 半であ り、それ以外 の多 くの機能は、
見 えない部分に埋 もれたまま となる。多機能 を誇
る機器であつても、それ らの機能をユーザが使 う
機会 がない場合には、それ はそもそも 有効なサ
ービス"に はな りえず、またそ うした使われない
サー ビスの開発 コス トは削減 の対象 とすべ きであ
る。一般 ユーザがそ うした機器 を使 う場合 には、
日常生活 においては、機能 の大半を使 い こなすだ
けの場面はなく、また使 お うと意図 しても操作手
続きが複雑 で使 えず、あきらめることにつ ながる。
結果 として、モ ノが多機能 であることが、ユーザ
にとつては効果 的でなくな り、付カロ
価値 とはい え
なくなる。む しろ 「多機能機器 =な んで もで きる

Appleは 2001年 の Macworld Confcrcnce&Expo/
SanFrancisco 2001に おい て、PCを 様 々 なメディア
の統合的な中枢 として定義す る「デ ジタルハ ブ構
想」を発表 し、同時 に MachOsh PC上 での音楽プ
レーヤー として「iTuncs」 が無償提供 された。この
段階では、iTunesは コンピュー タ上の音楽プ レー
ヤー としては後発 であつたが、無償提供 とい う戦
術 と、当時 グレー ゾマ ン とされていた楽曲の リッ
ピング機能の明示的な提供、CDRへ の音楽 ファイ
ルの記録機能の提供

(当 時 の無償 ソフ トウェアで

は単体 では実現できていなかった)、 Applcが 得意
とするユーザイ ンター フェイスの出来の良さ等か
ら、一定数 のユーザを獲得 した。 その後、ハー ド
ウェアとしての携帯音楽プ レーヤー 「Pod」 が発
売 され 8)、 コンピュータに接続すれば自動的 に音
楽デー タが同期 され るとい う、当時 としては画期
的なユーザエ クスペ リエ ンス (ユ ーザ体験)で 多
くのユーザを味方につ けた。 さらに、iTullesに つ
いては、 自動ア ップデー トによ り、ユーザに意識
させ ることなく機能 を追加 してい くとい う巧妙な
戦術を採用 した。 その中には、必要なバ グフ ィッ
の側面
クスや、音楽を楽 しく聞 くための機能追カロ
以外に、ネ ッ トワー ク越 しに音楽を購入す る市場
専用 の通信機能 の追加 も存在 していた。 それが
iTunes Music Store(現 iTllllcs Store)で ある。 これ
により、本来であれば単なる音楽 プ レーヤー ソフ
トであるはずの lTuncsを 、新 しいネ ッ ト音楽市場
へ のゲー トウェイ として、各ユーザ の PC(し かも
多 くの場合 にはデ スク トップ とい う「―等地」
)に
設置 させることに成功 した。このため、普段 iTunes
を利用 して音楽を聴 いてい るユーザは、そのまま
自然に iTunes Musに Storeに 接続 して音楽を購入す
ることができる環境が整 うこ ととな った。さらに、

たもの と想定 され る。

2007年 より、この Imes Mudc Storeに おいて、そ
れまでの音楽著作権保護 システム をキャンセル し、
ユーザが全ての楽山を自由に コピー できるよ うに

携帯音楽機器 の例 では、原因はさらに根が深 く、
グラン ドデザイ ンや戦略的な構成力 の有無に問題

なった (Amazon comも 同年。 日本 では 2012年 か
ら)。 この結果、PC上 で音楽を聞 くユーザの利便

があつた もの と想定される。2014年 現在、 日本市

性がさらに高くな り、ネ ッ トワー ク越 しの音楽購

らしいが 自分には使 えない機器」 とい うネガティ
ブな解釈 を生 じ、利用イメージの低下をもた らし
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入 へ の抵 抗 が大 幅 に小 さくな った。 ここに至 り、
Appleは 、iTunesを ユ ー ザに対す る フロン トエ ン ド
の イ ンタ ー フェイ ス とし、iTuncs駄

"を

バ ックエ

ン ドのプ ラ ッ トフォ ーム とした 「ネ ッ トワー ク越

めであったことが考えられ る10。 そ して、SOIJY
が2000年 代 にコンピュー タと連携す る携帯音楽プ
レーヤーの開発を行 つた際にも、 コ トの本質を見

とに成功 した。 さらに、Applcは 電話機能 を統合 し

誤 り、1980年 代 と同様 の指標 のみで開発 を行 つて
いた印象 がある。特 に、単純 な操作体系で済んで
いた従来 の携帯音楽プ レーヤー と比較 して、 コン

た Phoneを 開発 し、単なる携帯音楽 プ レー ヤ ー と

ピュー タと連動す る形でのプ レーヤー は (主 とし

い う市場 自体 を縮小 させ 、返す刀 で 日本 にお ける

て既得権益 である 著作権保護"の ため)音 楽の
移動等 の基本操作が煩雑 であ り、また対応す る音

しのマル チメデ ィア市場 Jを 大規模 に創 出す るこ

スマー トフォ ンの市場 を寡 占 しつつ ある●014年

に売れ る もの をつ くるため の

楽 フォーマ ッ トも限定的であつたが、そのこ とが
ユーザエ クスペ リエ ンスに与える影響ついて重要
視 していなかった可能性 が高い。その結果、技術

ア技術面 では必 ず しも最新 の要素 を採用 してい な

的な土台においては単体での高機能製品が出来た
としても、ユーザが寄 り付 かず、長期 にわた リシ

度第 一 四 半期 の 出荷台数 では 674%9)。

この よ う

に 、Appleの 開発戦略 は周到 であ り、それ は 「確 実
環境 "を あ らか じ
め作 る」 とい う方針 を とる。Appleは 、ハ ー ドウェ
い 場合 も多 く、む しろ既存 の技術 の適切 な組 み合
わせ でイ ノベ ー シ ョンを生み出 してい る。 したが
つて 、Appleの 発 展 は (先 端 の ユ ー ザイ ン ター フェ
イ ス 面 を除 いて)技 術 開発 面 の功 績 よ りも、生み
出 した い 世界 の 明確 な ビジ ョンで ある 「グラ ン ド
デザイ ンJを 持 ち、それ を実 現す るための戦略構
成能力 を備 えた 「経営者 」 の功績 といえる。
逆 に、単 に 「 よ りよいモ ノづ く り」だけを意識
す るだけでは、偶然 の程度 で しか成功 で きず 、ま
た継続的 なイ ノベ ー シ ョン も生 じない可能性 が あ
る。 日本 は 、 か つ て携帯音楽機器 につい ては世界
を リー ドしてお り、 また一 部先 ん じる形 でのネ ッ
トワー ク上 での音楽市場 を創設 した部分 もあ つ た
1°

)が 、最終的 には Appleの よ うな形 の 、発展 し

たイ ノベ ー シ ヨンの創 出や市場 の創設 を行 うこ と
は出来 な か つた。 1980年 代 には、SCl■ lYが
「wanall」 とい う携 帯音楽 機器 で世界 を席巻 し
たが 、基本 的な機 能 は最初 の 1,2機 種でほ lar完 成
してお り、それ以降 は軽量小型 化 、長 時間化 、高
音質化 に向か つ て邁進 した (競 合他社 も含 めて )。
技術 面 の変化 に よ り、メデ ィアがカ セ ッ ト テ ー プ

ェアが取れない とい う事態 を発生 させた。
こ うした状況を打開す るためには、「モ ノづ く
り」に本格的に取 りかかる前に、多 くの側面か ら
戦略的に 「コ ト」 を考慮す る必要があるもの と考
えられ る。 こ うした開発における 「コ ト」 には、
様 々な階層 が想定 される。表面的 には、ユーザが
機器 に触れるイ ンターフェイ スの問題点の観察か
らは じま り、ユーザが機器 を使 う場面や環境 のIIE
査、また利用場面全体を通 じた 「障壁」 となる側
面の除去、 さらにはユーザ 自体 の性質やそもそも
の潜在 ニーズの調査な どが挙げ られ る。 これ らの
「コ ト」 の見極 めをせずに、単に 「モ ノ」 を作 り
出す こ とのみを目標 にした場合、性能的 にどんな
優れ た製品を作 った としても、ユーザの購買 とい
った行動や、その製品を利用 しての 日常生活 の変
化 な どの、「コ トの変容」に結びつ かず に終わつて
しま うことが多 くなる。そ うした製品は、「モ ノ」
としては成功 した としても、「コ ト」 としては失敗
した もの とみなされ る。企業 が開発する製品群が、
いずれ を目標 にす るべ きなのかは言 うまでもない。
12)

か ら CD,MDへ と変化 して も、製 品 の本質 は変 わ ら
なか った。SOW(と 日本 の競合他社 )の 携帯音楽
機器 の こ う した進 化 は 、 旧来 の 「モ ノづ く り」 の

これ らは、基本 的 には 「人 間 中心設計 cuman
Centered Design,以 下 HCD)」

と呼 ばれ る考 え方 を

参考 に してい る とみなす こ とが 出来 る 13)。 この方

側 面 では誇 る部分 が 多 い ものの 、 しか し、結果的

法論 は 、従来、設計者側 が独 自の哲学 に基 づい て

には袋小路 に入 つた形 とな った。 そ の理 由は 、当

製 品 を一 方的 に開発 して きた プ ロセ ス を、逆転 さ

初 の成功要 因 が上記 の Appleの よ うな戦略的な も
のではな く、 ほぼ偶然 に近 い 流れ か ら発生 したた

せ る こ とか ら始 ま っ た 開発技法 であ る。HCDに お
い ては 、 まず観察 によって ユ ー ザ とそ の状況 を知
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るこ とか らは じめ、問題 の明確化 を行 う。次 に、
実際 の開発場面においては、ラ ピッ ドプ ロ トタイ

ある。 た とえば、オー クシ ョン制度 の設計 におい
ては、最 も高い価格 を入札 した入札者がその価格

ピングとい つた、実際 に触れ、操作できる試作品

で落札す るルール (フ ァース トプライスオー クシ
ョン)よ りも、最 も高い価格 を入札 した入札者が、
2番 目の入木L者 の金額で落札できるルール (セ カ ン

を、短期間で繰 り返 し作成 してはユーザで試験 し、
結果 を評価するとい う過程 を繰 り返す。なぜなら、
こ うした事象 は 「コ ト」であるため、机上の抽象

ドプライスオー クシ ョン)の 合理性 が高いことが

的な検討 では問題 を発見 しに くいためである。実
際 に見えて触れ るモ ックア ップを作成す るな ど、

示 されてい る15)。 この領域 は、人間の振る舞い
とい う「コ ト」 をデザイ ンす るとい う側面か ら、

コ ト"を ユーザが モ ノ"と して具

将来的には、様 々な社会的な制度や法律 の設定な

対象 となる

体的 に知覚可能に具体化 した状態 で観察を行 う必

どにも適用可能 であると考 えられ る。

要がある。 したがつて、開発手法 としては上記の

また、 さらに上流においては、そもそもの出発
点において、単なる製品やふ るまいの普及 を超え

よ うなアジャイル 的な開発 を採用 し、微修正を繰

り返す ことで軌道修 正が出来 るもの と考えられ る。 て、 日標 とする状況 のグラン ドデザイ ンの明確化
が必要 となる。 このよ うに視野 を広 く取 る場合に
ただ し、それは単 に 「モ ノJを 作 りあげることを
は、機器 が普及 した場合 の社会的影響や、文化 に
目的 とするのではなく、「モ ノ」 とい う知覚可能な
対象を扱 い なが ら、その背後 の 「コ ト」を思い描
与えるイ ンパ ク トなどが想定 され る。上記 の各種
き、最終的には 「コ ト」 を動かす こ とを目的 とす
戦略的手法は、 これ らの 目標状態 が有効 であると
い う前提 の下ではじめて正 しく運用 され得 ること
る。 この場合 の 「モ ノ」はそのための思考 の道具
である。
同様 の戦略的性質は「モ ノづ くり」だけでなく、
実は 「コ トづ くり」 さらには 「コ トお こし」それ
自体にも当てはめ られる。
た とえば 「サー ビスデザイ ンJと 呼ばれる領域
では、従来 はモ ノの付属的な存在 で あるとみなさ
れてきた 「サー ビス」 を設計す ることを目標 とす
る。そ こでは、直接知党す ることが困難な 「サー

に注意すべ きである16)。
これ らの 「コ ト作 りJの 学問領域 は 「情報デザ
イ ン」 とい う名称 で呼ばれ ることもある。情報デ
ザインとは、狭義 には 「イ ンフォグラフィックス」
の よ うな、大量 の情報を人間にとってわか りやす
く視覚化す る構成手法を意味す るが、広義 には、
問題解決 のため、上記 に述べた 「コ トづ くり」を

ビス」に対 して、上記 の HCDの 考 え方を適用 して
開発 を行 う。具体的には、対象 の「サー ビス」を、

含んだ、社会的な組織や個人のふ るまいの、無理
のない 自然な構成を狙 つた一連 の方法論までを含
む。 アン ドレアス・ シュナイダー は これを 「情報

できるだけ知覚可能な形でモデル化 し、プ ロ トタ

をつ くり出す人 々、それを伝達す る人 々、そ して

イプで短期に繰 り返 し検証す るとい う開発 スタン
スが採用 されている。 さらに、近年 この考 え方は
「サー ビス」それ 自体か ら、サー ビス を提供する

特定の情報 を必要 とする人 々が、互いの必要性や

ための 「ヒ トJや 「組織」 の設計手法にも展開 し
ている14)。 ここか ら、開発 の対象 がモ ノであるか
コ トであるかに拠 らず、近年 の開発手法は共通 し
て、 ヒ トに関わる 「コ ト」の探求の側面を備 えて
い るこ とがわか る。
また、近年 「メカニズムデザイ ン」 と呼ばれる
行動経済学 の一領域 の研究が進 みつつ ある。 これ
は、人間の行動を、ある 「ルール (メ カニズム)」
を定めることで生 じる、 自律的なふ るまいによっ
て コン トロールすることを目標 とした設計手法で

能力、そ して期待す ることについて理解 し合える
枠組みを作 ること」と表現する 17)。 このジャンル
の代表的企業 のFllと しては DE018)が 挙げ られる。

DEOは 当初はモ ノのデザイ ン (製 品開発)か らス
ター トしたが、その手法は基本的に HCDと 類似 し
ていた。 さらには、組織構成や顧客の体験 (ユ ー
ザエ クスペ リエ ンス)な ど、モ ノに限 らない多く
の事象をデザイ ンの対象 として扱 った。 こ うして
多 くの製 品を成功に導いた後 に、その成功 をもた
らした企業 としての デザイ ン手法"そ の ものに
も注 目が集 まるよ うになった。 アメ リカを中心 と
して、 こ うした コ トのデザイ ン企業"が 注 目を
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浴び てい る とい うこ とは 、従来 の狭義 のデザイ ン
には収 ま らない広 義 の 「情報デザイ ンJに 対す る

多 くの技法 が情報学部、中で も主 として文科系の
諸学問の 中に含 まれてい る。 さらに、理工学系学

ニー ズが 高ま ってい る こ とを意 味 してい る。今後
の情報化社 会 にお いて は、情報量 が増 えることは

問領域において も、情報学部 においては、人間に
関わるコ トを扱 う領域 が多い。 た とえばソフ トウ

あれ ども減 るこ とはない ため 、人 間 と情報 の 間を
取 り持 つ 目的を持 った 、 こ う した 「情報デザ イ ン」

ェアのふ るまい は コ トの世界であ り、プ ログラミ
ングとい う行為 自体 も人の為す コ トである。 プ ロ

組織 の重要性 は増す もの と思 われ る。 当学部 が 目
指す べ き 目標 の一つ として 、そ うした コ トのデ

グラム をどの よ うに構築す るのか とい う「ソフ ト

ザイ ン企 業 "へ の人材 の提供 、 あるい は 日本 にお
いて そ う した コ トのデザイ ン"を 企 業化す るた

用を問題 に している。視覚化や音声処理、セ キュ
リティといった領域 も含め、人間 とコンピュー タ

め の人材 の 育成 が期待 され る。

4.情

の相互作用 に関わる研究は どれ も、単にコンピュ
ー タとい う物理的な 「モ ノ」だけに注 目す る研究
ではな く、ヒ トとの相互作用 とい う「コ トの世界」

扱 う学問 の専門家 が多 く集 っ て い る。 それ は、あ
る部 分 にお い ては 、浜 松 キ ャ ンパ ス にお い て共通

に属す る研究である。そのため、必然的に コンピ
ュー タと人間の両方 の探求が必要 となる。 さらに
い えば、社会 における 「大学Jと い う組織 の存在

報 学部 における「コト」の研 究と教 育
情報学部 には、様 々 な階層 にお ける 「コ ト」 を

ウェアデザイ ン」 は、最終的 には人間 との相互作

教育 を担 当す る義務 ゆ えの 、半 ば意図せ ざる多様
性 ではあ るか も しれ な い。 しか し、様 々 な学問 の

意義である 「教育」それ 自体 も、 コ トの範疇 であ

専門家 の集 合体 で あつ た教 養部 を改組 した 学部 で
ある こ とは、情報 学部 にお い て新 しい 「情報学 J

このよ うに、情報学部における多 くの学問領域
は、「ヒ トと関わるコ トの探求」 とい う側面におい

を作 り上 げ るに当た り、 よ り幅広 い 土台 を提供す

て共通 してい る。本情報学部においては、文科系・

るとい うメ リッ トに もな り得 てい る と筆者 は認識

理工系 といつた学術 上の区分は、その研究者 の受
けてきた教育課程 の性質 の相違を示すものではあ
るが、「コ トの探求者」としての立場 としては、両

してい る。
利 用可能 な手法 も、各学問 ジ ャ ンル に よって 多
様 で あ り、 そ の各 々 が 「コ トJの 開発 に適用 され
る可能性 を秘 めて い る。 た とえば、 フ ィール ドワ
ー クは、開発 の最初期 にユ ー ザ の観察 を行 う際 に
必 須 の技法 になる。 イ ン タ ビュー も、同様 にユ ー

る。

者は共通 の視点を多 く有 しているとみな して もよ
いだろ う。少な くとも 「情報学部」においては、
学問領域や人員 の 理系・ 文系"と いつた区別を
行 うこと自体が、す でに旧い思考形態であるもの

ザか らのデー タを得 るために有効 な手法 で ある し、 と考 えられ る。
それ によつて得 られ た言語デ ー タに対す るプ ロ ト
コル 分析 は、ユ ー ザ の言葉 を構 造化す る手法 とし
て有効 であ る。 ア ンケー ト調査や人 間 に対す る実
験的手法 は、特定 の状況 にお ける コ ン トロー ル さ
れ たデ ー タを効率 よく取得す るために役 立 つ 。 デ
ー タマ イ ニ ングは、膨大 なデ ー タ の 中か ら、人間
に気 がつかれ ない潜在的構造

(コ

ト)を 抽 出 し、

わか りやす く表現 して くれ る。 また 、各種 のモ デ
リン グ技法 は 「コ ト」 を知 覚 で きるよ うに表 現す
る とい う側 面 にお いて 、情報学 にお け る必 須技能

さらに、土地 として浜松にある木学部 の教育 目
標 として、上記 の よ うに静的 に 「コ トを分析 でき
る」「コ トを作れ るJの みな らず 、それ らに加 え、
動的 に 「コ トを起 こせ る」能力 を持 った人材が望
まれ るよ うに筆者 は考 える。 なぜな ら、単 に分析
するだけでは知識 にとどま り、また設計図 として
作 つた としても、実際 に社会 の中で動かせ なけれ
ばイ ンパ ク トに欠 けるためである。社会 とい う現
場 において有効に機能することで、初 めて 「コ ト」
の学問は具体的に知覚可能な姿で現れ、実質的な

け多 くの人 に知 覚可能 で 、 わか りやす い適切 なモ

意味をもつ。従来 の情報 工学系 の情報学部や、あ
るいはアー ト系 の情報デザイ ン学部 も、最終的に

デル を構成す る こ とであろ う。 これ ら以外 に も、

は社会 を目指 してい るもの と思われ るが、大学 に

にな るか も しれ な い。最 も大切 な の は 、 で きるだ
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おける研究・ 教育 がス トレー トに社会に結びつ く
とは限 らない とい う点でつ なが りがやや弱い よ う

て コ トを起 こす 「起業」 とい う行為につ ながる可
能性 を含 んでいる。なお、国際社会においてそ う

に思われ る。本学部が 「コ トお こし」を標榜する

した行為を行お うとすれば、必然的に外国語 の技
能や世界情勢 の知見が必須 になることは言 うまで

のであれば、学部 の教育 目標 として、社会 におい
て直接 「コ トをお こせ る人材」の育成は強調 して

もない。
このよ うに、各種 の既存 の学問およびその技法
もよいのではないだろ うか。
情報学部 がこ うした人材 を育成するとした場合、 を学び、「コ トづ くり」のための基本的な素養を蓄
どの よ うな教育 が必要 になるのだろ うか。
えさせ 、また 「コ トを起こす」ための練習 として

ひ とつ は、イ ノベ ーシ ョンの基盤 となる新 しい
アイデ ィアの案 出のための、多方面ジャンルヘの

の様 々な基礎訓練 を体験 させ ることが、本学部に
おける教育の主眼になるのではないだろ うか。現

興味喚起 である。BeよШ●007)は 、さまざまなジャ
ンルのイノベー タに対 して、新 しいアイデ ィアを

代社会においては、技術的な知識だけでは経営は

算出す るために普段行 っている手法をア ンケー ト
調査 した 19)。 そ の結果、最 も多かったのは、「他
ジャンルの知識 を学ぶ こと」 であった(78.6%)。 こ
れは、専門知識 を学ぶだ けでは新 しいアイディア
は生まれて こないこと、む しろ幅広いジャンルヘ
の知的興味がイノベ ー シ ョンの背景に横たわつて
い ることを示唆 している。 このことは、 自らの専
門分野以外への知的な素養 を育むための教養教育
を軽視 し、専門的知識 だけを早期 に詰 め込むこと
を推進する傾向にある現状 の学部教育、ひいては
近年 のわが国が生み出すイノベーシ ョンの相対的
な少なさへ の問題提起 ともなつてい る。 ギ リシ
ャ・ ローマ時代か ら 知的基礎コ1練 "と して受け
継 がれてきた 「教養教育」機能 の一端は、 こ うし
た側面に現れてい る。
もうひ とつ には、 コ ミュニケーシ ョン能力 の向
上であろ う。上 .Eの ような 「コ トJの 分析 を踏 ま

出来ず、 しか し技術的な知識な しでは満足な経営
が出来ない時代でもある。現代社会 において コ ト
を起こすためには、その両者 が ともに必要 となる。
さらに、それ以外に必要 となる知識や訓練 の内容
は、幅広 く膨大である。上記 に記 したよ うに、語
学や国際情勢へ の 日配 りか ら始ま り、技術的な基
礎知識までを含 めた内容を教 える必要があるため
である。
これ らの膨大な内容 を効果的に教育す るための
カ リキュラムの根底 には、まず素養 としての 「教
養教育」があるべ きであろ う。その知的土台の上
で、 さらに 「専門教育」を設計す るのが 自然な構
成である。それは、従来 の個別学問領域 のそれ と
は異 なった側面を持つかもしれない。一般に、何
かの領域 の専門家になるための計1練 には約 10000
時間が必要 となると言われ る20)。 大学における 1
単位は"45時 間の学習"を 必要 とす る内容が標準
とされるが、 これを本学部における卒業単位 であ

えた 「コ トづ くり」だけではな く、社会において
「コ トを起 こす」 ためには、個人一人が動 くだけ

る 130に かけると 5850時 間 となる (た だ し、これ
には教室における講義時間 90分 に加 え、予習 の 90

では実現不可能 であ り、他者か らの賛同を得 る必
要が出て くる。そのためには、 コ ミュニケー ショ

分 と復習 の90分 が前提 となつていることに注意)。
これを踏 まえると、学部 の 4年 間では不足す るこ

ンの前提 となる、人間の特性 を学ぶ ことが必要に
なるだろ う。 また一般的な意味での コミュニケー

とが見込まれるため、
6年 一貫性 の過程 を検討 して
も良いかもしれない。「モ ノづ くり」の教育カ リキ

シ ョン能力 が高いに越 したことはない。 さらに少
人数 での グループワー クの経験は必須であ り、ま

ュラムは、工学系ない しは芸術系 の分野 では伝統

た、それ らを効率的に行 うためのマネー ジメン ト
についての知識や経験 も大切である。大学の内外
で、実際 にイベ ン トな どを計画 し、実行す るまで
の体験を させ るなどの訓練 も有効であろ う。最終
的に、それ らの訓練 は、社会 において組織 を率い

的に確立 された側面があるよ うに見 える (た とえ
ば実際に手や身体を動 かす演習部分 が主体 となる、
膨大な数 のアイディアを出す基礎デザイ ンをさせ
るなど)が 、本学部 において挑戦す る 「コ トづ く
り」「コ トおこし」のための有効なカ リキュ ラムは
未だ検討 の途上である。現段階では、低学年時の
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プ ログラ ムを跨 いだ演習や、い くつ かの演習にお
けるグル ープワー クなどが導入 されてい るが、今
後は情報学の多様な方法論 を学び、基礎訓練を施
すためのカ リキュラムがいっそ う重要になる。
現段階 において、参考になるカ リキュラムや講
義 の題材 が、各種 の 「情報」および 「デザイ ン」
系の学部や企業において、い くつ か示 されてい る
21)。
はこだて未来大学では、1,2年 次に、多 くの
理工系 コ ンピュー タサイエ ンスの基礎カ リキュラ
ム (各 種 の数学や プ ログラミング等 の演習)に 加
え、わず かではあるが、デザイ ンや芸術論 などの
講義 を交 えている。その後 は、センサー な どのハ
ー ドウェアや画像処理などの理工系技術者 の コー

視点も本来 は相互補完的な立場 にあるが、 しか し
後者 の視点を欠 いて しま うと、現象 の本質 に近づ
くことは困難 であると考えられ る。 さらに、卒業
後十年ない し二十年 が経過 し、当学部 の卒業生が
組織 の管理層や経営層 に位置づ けられた場合 に、
教養教育 と情報学部 の専門教育によつて学び取 ら
れた 「コ ト」の視点 は、その段階でいつそ う有効
にな りうるもの と予想 され る。

5。

今後の課題
情報学部 の教員 は、現在三つの世代か ら成 り立

つてお り、現在少数派である二番 目の世代 が、今
後の情報学の構築を担 うもの と考えられる。静岡

ス と、認知心理学を受講 してからユーザ中心デザ

大学情報学部は、1995年 に教養部を改組 して、そ
ーフェ
ス
ン
ン
ン
の一部 の教員 を移籍 させ ることで成 立 した側面 と、
イ デザイ な どに重点が置
イ 、イ タ
ヘ
コ
かれ るデザイナー ース と分 かれ るよ うである。 工学部における情報系の教員 を移籍 させ るこ とで
個別 の講義題材では、たとえば東京都市大学 (旧
成立 した両側面があ り、それは 2014年 現在、未だ
武蔵 工業大学に文科系諸学部を加 えて 2009年 に成

に 2つ の学科において分離 してい る。成立時にお

立 した総合大学)環 境情報学部 では、デ ジタルカ
メラのユーザイ ンター フェイ スをテーマ に、ブ レ

いて在籍 していた教員 を第一世代、その後、直接

イ ンス トー ミングか ら始まる一連 のデザイ ンプ ロ
セスの体験を取 り入れてい る。大学院 レベルでは、
京都 工芸大学において、デザイ ン科学 の専攻者 と
情報 工学 の専攻者 を協 同させ 、異分野間での コ ミ

情報学部 に所属す ることになった教員を第二世代
とす ると、第一世代は情報学部 を oか ら立ち上げ
た世代 である。 この段階では、現在 で も掲げられ
る文 工融合 の理念が構築 され 、文化 がまった く異

ュニ ケー ションの困難 さを体験 させ つつ 、一つの

なる教養教育の専門家 と工学 の専門家が、い力,こ
して共通 の土台に立ちえるのか、が模索 された (そ

成果物を共同制作する場を提供 している。 こ うし
た、「情報」を広義 のデザイ ン と絡 めて立体的に捉

の模索 は事実上今 で も続 いてい る)。 現在はその第
一世代 が引退 しつつ あ り、第二世代 が構成員 の多

えた結果 として形成 された先行事例 は、今後 の 当
学部 のカ リキュラム構成や演習計画へ の参考にな

くを占める状況になってい る。だだ し、 この第二
世代においても、各 メンバー は 「各 自の学問の専

るだろ う。
これ らのカ リキュラムは、卒業生 の質にも

門家Jで あ り、その知見を持ち寄 つて 「情報学」
の構築に努力 してい る状況である。誤解 を恐れず

(た

とえば工学部 とは異なる)情 報学部独 自の性質 を
持たせ ることになる。情報学部 のカ リキュ ラム を
経 て大学か ら社会 に出て行 つた事業生は、実際に
はそ の多 くが、その他 の学部 の卒業生 と同 じ、 シ
ステ ムエ ンジニアや システムイ ンテ グ レイター と
いった職種 に就 くこ とが多 くなるだろ う。しか し、
同 じ職種 に就 いた としても、他学部を卒業 した学
生 と情報学部 を卒業 した学生 ではその意味 は異 な
る。同 じ事象を観察 して も、たとえば工学部 の卒
業生は 「モ ノ」 を見る目で、情報学部 の卒業生は
「コ ト」 を見る日で捉 えることになる。 いずれ の

に書けば、第二世代 の中にも、厳密な意味での (学
部 の基礎教育の段階か ら 「情報学」を専攻 した と
い う意味での)「 生え抜きの情報学専門家」は事実
上存在 しない。ある学問が他 の学問か ら分 かれて
新 たに独 り立ちして成 立 してい くためには、 旧来
の学問の専門家が寄 り集 まって構築する段階を過
ぎた後で、その学問で学部教育を受 けた 「その学
問の専門家」が、研究者 ・教育者 として大学 に戻
り、再び 自らの学問を先鋭化 させ る段階が あるも
のと考 えられる。 この考え方に沿えば、 この次の
第二世代は、情報学部 の学部教育 (か ら始ま り、
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修士課程・ 博士課程を含む)を 学んだ当学部 の卒
業生や 、あるい は他大学で同等 の情報学教育 を受
けた 「ネイテ ィブ情報学者Jが 担 うもの と想定 さ

いことになる。今後 もこの状態が続 けば、外部か

れる。2014年 現在 の教授会メンバーの 中では、そ
うした第二世代に相当するメンバー は 1名 のみで

らの印象 として、工学部 と本質が変わることのな
い、単に扱 う対象がたまたま コンピュー タなどの

ある。今後は、各学問領域 の専門家に交えて、そ
うした情報学 の専門教育を受けた人材を積極的に

情報処理機器 になっただけの学部 に見 えて しま う
であろ う。その場合 には、工学部 と情報学部 を同
じキャンパ ス内であえて分離 させ る必然'性 はない

しない限 り、文科系情報学者が育つ機会 がな く、
その結果、情報学の両輪 の片方が永久に存在 しな

採用 し、その害1合 を増や して ゆくことが期待 され

もの と解釈 される。結果 として、そ う遠 くない将
来、情報学部は 「発展的解消」 と称 して再度工学

る。
最終的には、情報学部は、理工系も文科系も区
別がない、統合 した学部 ,学 科 として存立 し、内
部 で専門 コース を分けるのではないか と筆者 は予
想する。それは、上記 のイノベー シ ョンの ヒン ト

部等に吸収 される可能性 が ある。静岡大学情報学
部 は 「失敗 した学部Jと して記録 されて しま うか
もしれない。 しか し、先達 の作 り上げてきた 「情
報学部」はそれ ほど単純な学部ではない と筆者 は

を専門以外 の学問 に求めることとあいまって、情
報学部 の学生は、 さまざまな学問を 「情報学」の

信 じたい。

視,点 で学ぶか らに他ならない。仮 に、入学試験 に
おいては受験生 の資質に応 じた理系入試 ・文系入

現状 で、文科系 と理工系 の両者 が一つの学部内
に混在 していることは、2つ の文化、2つ の哲学が

試 の区別 をつ ける として も、その後 のカ リキュラ
ムにおいては横断的な履修を可能にす るべ きであ

融合 しなが ら並立することを意味す る。 そ うした
状況は混乱 も生むが、メ リッ トもある。理工系 と

ろ う。 共通教育 において も、受動的かつ 目的意識
の見 えに くい ものではなく、「情報学」の観 点か ら

文科系 の両方 の学科 があることのメ リッ トとは、

積極的に他学問を学びに行 くとい う目的を示 して
履修を促進 させたい。その結果、素養的には文科
系であつて も理工系の学問にチ ャ レンジす る 「攻

れかに逆風が吹いたとしても、学部全体が停滞す

めの文 系」や、そ の反対 に理工系の素養 を持 つて
文科系 の学問を修 める 「横断する理系」 といつた
キャラクター を持 つた学生が出現す ることが期待
できる。 そ して、上記 のいずれにも、社会に対 し
て 「コ トを起 こす」だけの意欲 と能力 を持たせた

た とえば入試において、理系ない しは文系 のいず
ることがない点である。状況 が悪 くとも、 どちら
かの帆が吹いてくる風を受けて学部 を前進 させ る
ことができる。 ここは他学部にない強みである。
研究面において も同様 であろ う。複数 の視点を持
つた組織は逆境に対 して しなやかであ り、戦略的
に 「負けない戦い」ができるはずである。上記で
は当学部 の将来を 「統合 された学部」 と予測 した

い。
しか し、情報学部 には現在、情報学の専門家の

が、別 の側面においては、文工融合 を推 し進める
中で、敢 えて融合 しない とい う部分 を一部に残す

後継者 の育成、特 に文科系情報学 における後継者
養成 が困難な状況 が続いてい る。静岡大学には文

ことにも、組織 として意義 はあるとも考えられる。
新 しい 「情報学」の生成 とは、 1日 来 の学問 と教

科系大学院の博士課程が存在 しないとい う構造的
欠陥があ り、そのため文科系諸学問に軸足を置い

育のイノベ ーションを意味する。 旧いスキームを
新 しい ものに改変することで、従来 と同 じ素材 が

た情報学者 を自分 たちの組織 で育成 で きない とい

異 なった意味 を持つ 新 しい観点"か ら各 自の学
問を再構成す るのが情報学部構成員 の使命であ り、
各人のそれ らを総合 して 「情報学」を作 り出す の

う問題点がある。 そのため、研究者育成サイ クル
が成 立せず、いつまでたって も文科系情報学が学
問 として熟成 していかない とい う根本的な問題 が
ある。それ は情報学部の存在意義を失わせ ること
に等 しい。大学 として早期に解決すべ き課題 であ
ると考えられ る。 この育成 プ ロセスの欠如 が解決

が、当学部 の成立以来の ミッシ ョンで もある (そ
うでなければ、何 のために新 しい 「学部」をつ く
つたのかわか らないため)。 そ して、その新 しい学
問である 「情報学」を習得 し、社会 において活躍
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できる学生を育てて送 り出す ことが、「情報学部J
の最大の社会貢献 になる。
そ のためのヒン トとして 「コ トを扱 う」 とい う

「どこも一人前にできないオール ラ
せ る危険性や、
ウン ドプ レイヤー」 を生み出す可能性は否定でき

切 り口は一つの手がか りにな り得 るので はないか
点か らは、単 なる 技術 の
と考 えられ る。 この視′

ない。 しか し、それ でも、幾世代かの卒業生を送
り出 してい く過程において、本学部 の産み出す新
たな コ トの学問"で ある 「情報学Jは 着実 に社

進化 "で はなく、真 の意味での学問的お よび教育
的な 「イ ノベーシ ョンJが 継続 して生 じることが

会 に対 して影響 を与えてい くことになると筆者は
予想 してい る。 それは、もしかすれば文理 を問わ

期待 できるためである。

ず、既存 の多 くの学問の変容 をも促す ものになる
か も知れず、「ビー グル号」の最後 の場面で描 かれ
たように、その他 の学問の専門家 も積極的に 「情

6.

おわりに

教養教育 を基礎 として、今後当学部 が作 り出す
であろ う、新 しい形 の 「情報学」 は、既存 の学問
に対 して も影響 を与えることが期待 され る。 1950
年 に出版 された Vall ttgtに よる古典的 SF小 説「宇
22)に は 「
情報総合学者
宙船 ビー グル号」
NeXtlalisっ Jと

呼ばれ る特殊な学問の専門家 が描 か

れてい る。 これは、 1950年 当時です ら既 に問題 に
なっていた 「各学問の行き過 ぎた専門化」 に対 し
て、特殊な訓練 を経て様 々な学問を横断的 に学び、

報学」 を学ぶ必要性 を感 じるよ うになる可能性 も
ある。 そ こか ら、現状 ではやや曖味である、シン
プルな 「情報学部」 とい う名称 の意義 も、社会的
により明確 になってい くのではないだろ うか。
も しそ うした状況 が実現すれば、我 々の 「静岡
大学までJと い う台詞に対 して、浜松駅 の タクシ
ーの運転手 も、今 とは多少違 った反応 を示 して く
れるよ うになるのではないか、 と個人的に期待 し
たい。

そ こか ら得 られた知見を統合的に活用す るこ とで、
個 々の学問の専門家 には気がつかれない コ トの真
相 をあぶ りだす、そ うした 「総合的学問家」であ
る。今 となつては牧歌的な印象す らある この時代
の SF作 品ではあるが、 しか しこの 1/ogtの 警鐘は
未 だに意味 を持 つて訴えかけて くる。人間におけ
る、一 日24時 間、 1年 365日 とい う時間資源 の制

脚注

1)あ る事象のモデル化 において、どのモデル形式
を採用す るべ きなのかは、そのモデル作成 の 日
的 と、モデル利用者 の知覚・認知面の性質によ

約は、過 去か ら現在 に至るまで変わ らない (お そ
らく未来までも)。 学問の蓄積 が加速度的 に膨大に

って変わることに注意する (例 適正処遇交互作
用)。 た とえば 「数式モデル」は、集約性や表記

な り、何 かの専門領域 を一人前 に学ぶためには、
必然的にそれ以外 の領域を捨 て去 らねばな らない

の簡潔性、モデル表現 のぶれ の少なさなどに優
れているが、読み手 の性質によつては常に最良

とい う現状 で、横断的に薄 く広 く何 かを学ぶ こと
で真 に得 るものが あ りえるのか、とい う問い には、

とい うわけではな く、適用場面によつては図式
表現モデルや言語表現モデルのほ うが優れ てい
る場合 もある。そ もそも、モデルは受け取 り手

い ささか答 えにくい。作品中でも、 この若 き情報
総合学者 がいかなる課程で訓練 されてきたのかに
ついては、その詳細 は語 られない (こ の学問を支
える財団 と、それによる教育機関が存在す ること、
学生には条件付 けや聞下提示によるイ ンス タン ト
で膨大な量の学習、暗示や催眠術 な どを含 んだ精

がそれを読み取る訓練を受けていなければ意味
を成 さないことに も注意すべ きである。

2)実 際 には、そもそも学問全般が、抽象的な「コ

神面 での訓練 (!)が 施 されること、な どが触れ
られてい るのみである)。 本稿 で主張 してきた 「教
養教育 の強調」や 「コ トを学ぶ」 とい う教育方針
にお いて も、同様 に、せ つかくの専門性 を薄れ さ
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ト」を追及 してい る探求行為 と解釈 できるため、
各種学部 の中で、何 も情報学部 だけが コ トを専
門に扱 うわけではない。ただ し、本稿 では工学
部 との対比 として、「(モ ノづ くりの成果 として

作 られたモ ノを使 う)人 間 との直接 の関連」を
強調 した 「コ ト」を扱 う点が、た とえば素粒子

3)

物理学や現代数学等、人間 とは直接関連 しない

との連携を謳 っていた)が 、
2001年 1月 の iTuncs
バージ ョン 1の リリースに前後 して、ステ ィー
ブ 。ジ ョブスはその重要性に思 い至ってい る。

対象を扱 う諸学問 とは異 なる点ではないか と

httpノ /w￢ wimedia

考えられ る。

news025 m」 参照o014/09/24確 認〉
。

ロジャー・ ホワイ トハ ウス 2004 ‑人 ひ と
り違 う知覚 (ロ バー ト・ ヤ コブソン 2004

9)DC Japan 2014年 第 1四 半期 国内携帯電話
/ス マー トフォン市場規模を発表

情報デザイ ン原論 「ものご と」を形 にするテ
ンプ レー ト 第 6章 篠原稔和監訳 食野雅子
訳
4)

東京電機大学出版局)

httpノw躙鴨ittapan COjP/Press/Current/2014063

0い、
htnl● o14/09/24確 認

)

10)SONYの 音楽配信 サー ビス サイ トである

開いた系の内部において、エネル ギー を取 り
込みつつ 、熱 を排出 して、組織 の機能を動的 に
保 つ構造 (シ ステム)を 「散逸構造 (dlssipatlvc
strucmc)」

cojP/1ifesサ le/artlCles/1102/03/

「bimmsic」 は、Applcの iTuncs Music Storeに
先 ん じるこ と 4年 前 の 1999年 12月 にサイ トが
開設 され てい る。 しか し、当時 のネ ッ トワー ク

と呼ぶ。

環境 の貧弱 さや 、楽 山 の著作権管 理 の厳 しさな
どか ら普及 しなかった。また これ につい ては使

5)

一 時 日本 においては SOnIY製 品が Apple製 品

い勝手 の悪 い ソフ トウェアにお けるユー ザイ

のシェアを逆転 した とい う報道 もなされた。 し

ンター フェイ スの 問題 が大 きか っ た とも考 え

か し、デー タを観察す ると、電話 と携帯音楽プ

られ る。現在 は 「IIlclra」 とい う楽 山配信サイ ト

レーヤー を兼 ねる Phoncの 売 り上げが伸 び、単

に統 合 されて い るが、2014年 度 で の 国内 シ ェア

なる携帯音楽プ レーヤー としての Podシ リー

は 1%程 度 で ある。

ズの売 り上 げがその分減少 しているだけであ
って、SONY製 品が Apple製 品を駆逐 したわけ
ではないことに注意すべ きである。

11)SOny Japan So■y lstory第 5章 コ ンパ ク ト
カセ ッ トの世界普及

hゆ ノ/W躙WSOny.cojp/Sonylnfo/CorporateWo/Hist
6)

「PS4絶 好調 の理由を Sony自 身 も知 らない」

ory/SOnyHヽ tory/2‐ 05 htnl ●014/09/24確 認 )も

h"p://Jp tcchcnlnch com/2014/08/21/20140820sony

参照。なお、 こ う した 「偶然 の機 会 をモ ノに し

―
doesnt‐ kllow― w"‐ the‐ ps4‑is― doing― wely

た」タイ プの 開発話 は 、日本人 の好 む とこ ろで

12014/09/24確 認 )
「PS4、 なぜ 売 上 好調

はあ り、一つの方法論ではあ るが、企業 として
継続 的なイ ノベ ー シ ョン"を 引き起 こす ため

?ソ ニー も

原 因不 明 "

と困惑…なぜか新規ユーザー 開拓に成功」
h切 ソフ
hewΨhc jP/m働 由山mmυ 20140822‑3/

の理念 にはやや欠 けるところが ある。

12)現 在、世界的 に この 「コ ト」 の 開発 にお いて

2014/09/24確 詢 等、他多数

注 目され てい るのが 「自動運転 シ ス テ ム」で あ
7)

一方、同 じ製品が 日本市場 では売れ ていない
理由はそれな りに分析 してい る。このアンバ ラ

ための一 手段 である。現 在 の 自動車 は 、 ドライ

ンス さは将来的に問題を生 じさせ得 る。

バー が 運転 "と い う行為 で操作 を行 うこ とで

ハー ドウェア としての Podの 重要性について
は、必ず しも iTmcsの 開発前 か ら考えられてい
たものではない (当 初 iTuncsは 、当時先行 して
発売 されていた幾つ かの携帯音楽プ レーヤー
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る。 自動車 "と は 、人間や荷物 を移動 させ る

移動 を行 う。 しか し、運転 の誤 りは交通事故 と
い う形 で表面化 し、大 きな損失 を生む。それ を
防 ぐた めの 訓練 である 「運転免許 」 の取得 は、
(日

本 にお いて は)金 銭的に も労力 的 にも大 き

現す るのか とい う方針 として の 「戦略 J、 さら

な負担 とな ってい る。そ もそ も、一般 的 な 自動
車 ユ ー ザ の最終 的な 目的は「安全 かつ 低 コス ト

にそ の戦略 を実 現す るための具体的な方法 と
して 「戦術」、そ の戦術 を実現す るた めの基礎

で移動 す る コ ト」 に集約 され てお り、運転行為

的な 「技能 J、 とい う知識 ・技術 の階層 を想 定
してい る。 目指す べ き 目標 が誤 つてい る と、そ

それ 自体 を 目的 とした ものでは ない ことは注
意す る必要があ る。そ こで 、近年 Google、 メル
セ デ ス 、ア ウデ ィ、 日本 にお い ては トヨタ、 日

の 目標 の実現 を 目指 して立案 され た戦略 は全

産 な どの 自動車 企 業 が 、移動操作それ 自体 を人
工知能 に任 せ る とい う形 での 「自動運転 車」を

て無 効 にな り、また戦略が誤 つてい る と、そ の
戦略 の実硯 の ために開発 された戦術 は無 効 に

開発 しつつ ある。そ こにおいて は、人 間 は移動

な り、戦術 が誤 つてい ると、そ の戦術 を具体化
す るた めに引1練 され た技能 もす べ て無効 にな

先 を指 定す るだ けで よ く、安全 な個人的移動 を
実現す るこ とが出来 る。そ の た めの 開発 プ ロセ

る。 また 、上位 階層 のエ ラー を、下位 の階層 の
努力 で リカバー す る こ とは 出来 な い。ここで も

ス は 、従来 の 自動草開発 をそ の一 部 に含 んだ 、
巨大 な コ ト"に 展 開 しつつ ある。具体的 には、

つ とも大切 なの は 「正 しい 目標 」であ り、それ

自動運 転車 の運用 の ため の法整備 か ら始 ま り、
自動車教習・ 車検 な どの制度 の あ り方や 、必要

を決 めるために最 も資源 が割 かれ る必要 があ
る (な お現実 の社会 にお いて は 、意思決 定 は「政

とされ る都 市 のイ ンフ ラ整備 、ま た既存 の公 共

治層」 の 問題 で ある)。

交通機 構 とのす り合 わせ な ど、社会 的な側 面 が
膨 大 に含 まれ る。自動車 自体 の 開発 にお い て も、
「ト
従来 の 自動車 で重視 され て きた「エ ンジ ン」
ラ ンス ミッシ ョン」「バ ッテ リー Jと い つた機
械 的な部 品 よ りも、適切 な 「人 工知能」や、現
在 よ りも正確 な「ナ ビゲー シ ョンシステ ム」等 、
情報 システ ム的側 面 が よ り重視 され る。こ う し

17)情 報デザイ ンア ソシエ イ ツ編 2002
デザイ ン わか りやす さの設 計

自動車 が本 当の意 味で 人 間 の移動手段 "と し

18)「 DEOJ httpヽヽ

間中心設計 の基礎

イブ ラ リ第 1巻 人

の企 業 は、それ 自体 が 情報デザイ ンの進展 によ
る 「イ ノベ ー シ ョン」 の成果物 ともい える。

19)ス
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ofexpert pcrfomuncc Pッ ι
λο:o酔′

Rα Jの ッ
, 100(3), 363‑406
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22)A・
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と意思決定
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近代科学社

14)ロ バ ー ト・ ヤ コブ ソン 2004
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ideo colV参 照

●014/09/24確 認 )
なお 、 これ らの 「新 しい タイプの仕事」のため

て見直 され た結果 であ る とも考 え られ る。

13)黒 須 正 明 2013 HCDラ

グラフ ィ ック

社

た一連 の 自動運転車 の 開発 は、単 に物理的 な
「車」の 開発 に上 ま るもので はな く、都 市や社
会 を含 んだ 、旧来 の 自動車産業 の枠 を超 えた形
で の 巨大な システ ムの 開発 につ なが る。それ は 、

情報

E・

丸善出版

ヴァン・ ヴォ ク ト 1978宇 宙船 ビー グ

ル号 浅倉久志訳 早川書房

16)本 稿 では、最 上位 に 目指す べ き ゴール である
「目標」、 そ の 下位概念 として 目標 をいかに実
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