
はじめに

情報技術の教育への活用（e-learning）は、機器と

ネットワーク基盤の発展にともなって現実的な姿を表

しつつある。このことが、教育機能のうえで効率化を

もたらすという教育機関一般に向けての期待を生む一

方で、大学に対しては、その社会的な存在意義を問う

ものでもある。

技術革新によってもたらされるものには２つの面が

あると考えられる。ひとつは規模や効率の拡大縮小な

どの量的な変化であり、もうひとつは存在構造などに

与える質的な変化である。情報技術の教育への活用と

して、手段としての応用が多く論議されてきた一方、

情報技術の進展が組織・制度としての大学の意味や姿

をどのように変える可能性があるのか、ということへ

の関心や認識は十分に深まっているものとはいえな

い。

ネットワーク社会における大学について、社会的な

存在構造の変化という観点から、検討することが必要

であろう。

1. 課題状況：教育・学習の現状としてのメディ

ア化

書籍の多量な蓄積に加えて、インターネットによる

世界的な知識網を身近なものとした今日の社会におい

て、学習者からみた知識の所在は、学校という閉じら

れた空間に限定されるものではなくなっている。

私たちが、知識を取りまとめてパッケージ化・商品

化したものを、“コンテンツ”と呼び習わすように

なって久しいが、教育のコンテンツはなにも学校の中

にだけあるわけではない。大学についてみても、講義

録を基にした書籍が多数出版されているだけでなく、

教室の講義そのものについて、それを記録したビデオ

映像がシラバスや講義ノート、参考資料付で公開され

だしている。公開の形式やレベルは様々だが、教員の

研究内容や講義という単位でのまとまりをもった教育

コンテンツが、大学の内外を区別することなくイン

ターネット上に登場するということが加速度的に進行

しつつある。

⇨ 「付論ａ：公開される教育コンテンツと大学」

さらにマルチメディア技術の進歩によって、今日コ
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ンテンツと呼ばれるものが、“記録保存”された知識

の提供形態であるだけでなく、知識の“取得手順”の

援助としての教授・教育（instruction）の技術をもそ

の中に含むものとなっていることを、あらためて考え

る必要がある。

e-learningとはそのような、(保存知識と教授技術

をパッケージ供給する）コンテンツ化技術によって実

現される教育システムの総称であり、学習内容・目標

が標準化され、教育手法が明示化・システム化された

領域では急速に普及しだしている。たとえば、大学受

験の予備校に着いた生徒が、教室ではなくビデオ端末

ブースに向かい、予約した講義DVDを視聴しながら

自習する、あるいはインターネットを通じたビデオ・

オン・デマンドで自宅学習する、そのような姿は既に

珍しくない。

誰が教えても同じ内容（受験はその典型である）だ

が、どのように教えるかによって学習効率が目覚しく

違う（講師によって差がある)、そのような教育領域

では、e-learningの有効性は理論上だけでなく実際

上にも明らかである。

⇨ 「付論ｂ：e-leaningの本質である多重化構造

とインストラクション」

さて、教育の概念をここでは、近代的概念としての

教授・知育（instruction）の意に限定して考えている。

17世紀以降の西欧の科学主義を背景とするような知

識観、つまりそれ以前の属人的な知恵・技といったも

のとは異なり、知識・技術は記述・記録・伝達するこ

と（客体化）が可能であり人々の間で共有することが

できるものである 、という認識に基づくものである。

この知識・技術の普遍性は、理性を基盤とするもので

あり、個人の内面が知的に構築されるという人間観に

つながる。近代史における市民革命と人権思想の根拠

をなしたのは、このような近代的個人のモデルであ

り、それは今日の市民社会の根底を支えているとも考

えられている。

非常に単純化すれば、この理性・普遍・個人という

概念セットが、教育を考える上では、空間・組織・社

会等の条件や技術と結びついて、従来の学校という制

度・組織の実現・運営につながってきたのだと概括す

ることもできるのではないだろうか。

そして今日の社会は、理性・普遍・個人というこの

概念と、その技術本来の特性の上ではるかになじみや

すい、情報・ネットワーク技術の進展を迎えている。

この状況が、教育の社会的な意義とかたちとを、今後

どのように変化させてゆくのか、ということがここで

問われるのである。

従来の書籍などのメディアの特徴でもあった知識の

外化に加えて、インストラクションの封じ込みをとも

に実現するパッケージング技術として、コンテンツ化

の技術が利用可能になった今日、(技術面としての）

教育（enseignement）はどうそのかたちを変えると

いうのであろうか 。

今日の社会における大学の意義とかたちの課題を、

このように捉えてみたい。

⇨ 「付論ｃ：機会と簒奪、教育の公共性」

2. 技術のもたらす問い：コンテンツ化とネット

ワーク

本稿では、上述のように“コンテンツ化”を、イン

ストラクションを含めた知識のパッケージ化技術であ

るとして定義しているが、この技術活用の社会的な進

展が教育組織の構造に及ぼす影響は、大学とそれ以外

の教育組織では異なる現れ方をするものと考えられ

る。

このことを、パッケージ化される知識（狭義のコン

テンツ）とインストラクションの特質について再検討

することから考え直してみたい。

情報技術は、データの収集・蓄積・分析そして表現

の手段であり、またコミュニケーションの手段でもあ

るのだから、それが教育の手段として様々に実用され

ることは当然ともいえる。しかし手段とはつまり、

「どう教えるのか／学ぶのか」ということに関わるこ

とであり、「何を教えるのか／学ぶのか」に関わるも

のではない。情報技術の進展を迎えて、これまでの教

育現場でのもっぱらの課題は、「どのように」という

手段の改善改良においての情報技術の活用という課題

に集中し続けてきたようである 。

技術の活用によって、教えること（教育）自体の意

味内容は変わるのか、ということにはあまり関心が向

けられてこなかったのではないだろうか。

「何を教える／学ぶ」のかという教育・学習の対象課

題がほぼ標準化されている場合、つまり技術動向がど

うあれ内容を変える必要のない場合はそのことが適当

〔原著論文〕実践女子大学 生活科学部紀要第43号，2006 19



でもあろう。しかし、幼年から小・中・高までの教育

機関と比較して、大学の特徴のひとつは、手段よりも

「何を」ということに重点をおいてきたことにある。

それは本来ユニークなそれぞれの研究を行う研究者と

しての教授陣や、それぞれに独自の社会状況と要請に

応えようとしてきた学的伝統など、「何を」は各大学

のアイデンティティに関わることであり、さらに学部

学科の組織や教育計画・科目編成などの具体的な仕組

みや構造を決定するものでもある。

そのような意味での、「何を教え／学ぶのか」とい

う問いは、大学と大学生に特有のものでありつづけて

きたが、その「何を」の内容がパッケージ化され、さ

らにネット上に存在・展開するようになると、当然の

ことながら大学のアイデンティティや組織・制度の意

味も問い直されることになろう。知識そのものを記

録・保存した書籍の場合とは違って、このパッケージ

は「どのように」という知識獲得を支援するインスト

ラクション（教授機能）も含むものであるのだから。

つまり情報とネットワーク技術の進展については、

こと大学という教育機関にとっては、手段の改良に寄

与するという面よりは、その存在を問うものである、

という面にこそむしろ注目するべきである。

社会のネットワーク化が進展して、知識がどれほど

オープンに存在するようになったとしても、幼年教育

から小学校はもちろん、中学、そして高校までも、イ

ンストラクションを行う機関としての学校は、その社

会的意義を失わない、あるいは社会的な役割機能への

期待はいっそう増すだろう。

それは先に見たように、近代的な意味での教育の目

標対象とされる知が、理性と普遍性の概念を基盤とし

た“個人”という考え方に関わるものであるからであ

る。個人としての内面の基礎形成段階においては、外

部からの支援としてのインストラクションの充実は大

変に重要な課題である。そして一方で、社会の現実の

様相として、子供を社会につなぎとめる場が、職場

（生業・家業）や地域社会、さらには家庭にすら十分に

なく、学校がそれを支えているという状況の課題が加

わる。

近代的な教育観の基盤となるは、個人の内面的育成

という考え方であり、そのような自律した個人の集ま

りとして捉えられるモデルが社会像として想定されて

いる。しかし人間関係はそのような知的なものだけで

形成されるわけではないので、知的な人間観による個

人形成だけでは、社会的主体としての個人を育て上げ

る前に、社会なき孤児を生み出してしまう危険があ

る。

そこに、近代的知の個人化という特質が人の孤立化

に結びつかないようにするための、人間関係形成とし

ての場の役割を、インストラクションを通じて（唯

一）学校のみが結果的に果たしていることになりがち

だという現実の状況が生じている。

一方大学はその伝統的特質において、個人化あるい

は個人の完成を目的とする場である。教育の最終段階

でありその意味で、大学教育の（少なくとも形式的

な）目的は、すなわち教えることを終えることにあ

る。誰の助けもなく（インストラクション不要）、必

要なことは自分自身で（パッケージ提供のみで）十分

に自己学習できる段階へと、学習主体としての個人を

完成させる最終段階である。あるいはその段階へと進

む準備が整った生徒を学生として入学させることが想

定されてきた。そこで（教育機関としてみれば）、知

識そのものの価値（情報価値、希少性）が、それ以前

の段階とは対照的に高く位置づけられてきたのであ

り、教員の研究能力（新しい／ユニークな知識を生産

する能力）が重視され、また同時にそれを限定的・閉

鎖的に提供するやり方がシステム化されてきたのであ

る。

ここで注視したいのは、上記の意味のように、自分

で学ぶことのできるように個人を自律させていく（イ

ンストラクションの必要を消失させてゆく）ことが大

学教育の基礎にあるとすれば、(知識内容としての）

コンテンツが大学組織の外部（ネットワーク上）に

オープン化した社会にあっては、もはや大学は従来の

意味での（独占的な知識提供者としての）教育機関と

しての意義を減少させてゆくということである。

今日の大学の経営課題が従来のものとは大きく変

わってきたことが語られている。従来の、所属教授陣

の研究成果を独占的に提供する機関として、社会的価

値をアピールするような姿勢から、学生に対する基礎

学力訓練や学生生活（キャンパスライフ）の充実、就

職の支援など、単なる学習主体にとどまらない人間支

援の役割を問う姿勢への変化は、多くの事例に明らか

なようだ。それこそ従来の意味での大学が構造的な死

を迎えているということの明確な現れといえようが、

20



逆説的に、組織の社会的延命を目的とする経営処方と

しては妥当なものだということになるのだろう。

しかしネットワークとメディアの本質を問う視点か

らすれば、そこに別の道の可能性があるのではないだ

ろうか。

社会モデルとしてのネットワークの概念は、個人・

個別組織の自律的参加による協調行動と資源共有とい

う考え方からなる。その点で、マスコミ・放送のモデ

ルやピラミッド型社会モデルとの対比が語られてき

た。問題は、その完成モデルではなくて、それに参加

する個人をどのように育成してゆけるのか、というこ

とである。知識だけでなくインストラクションの外化

は、逆にネットワークへ依存する傾向を人の中に生み

出してゆくのではないか、進むべき目標の混乱や、モ

デルと現実の矛盾などが生まれてきてはいないのか、

という認識が別の可能性を探求することのひとつの起

点となっている。

本稿では、このような社会状況への個人の橋渡し機

関としての、新たな大学教育の意義について考察した

い。それは、従来の意味でのインストラクションとは

区別される、いわばメタインストラクションと呼ぶべ

き機能を定立することによってである。

3. ネットワークとブランド化：個別的な綜合と

いう課題

ネットワーク化されたメディア環境において、教

育／学習のあり方はどのようにかわるのだろうか。

パッケージ化された知がネットワーク上にオープン

化されるようになった社会では、何を、またどのよう

に（どのような順序で）学ぶかということについて、

学習主体としての学生の自由度が必然的に増すことに

なる。

従来のように学習プランがカリキュラムとして提

供・設定される場合は、学習単位としての科目の“間”

が本質的に密である。それは実時間上でのスケジュー

リングの特性である。一方、メディアを活用した学習

プランでは、学習単位の時間的な配列の制約は大変に

緩やかなものである。学習者の状況に合わせて配置を

固定することなく取り組むことができ、学習プロセス

は従来とは異質な、動的で個別的なのものとして具体

化される。ここに生まれる学習単位の間の（時間的

な）“空き”が、学ぶ側からの選択の自由を保障・実現

し、構造としてみた教育／学習の上での、主体の転換

を引き起こすことになるものと考えられる。

これは生産・消費の関係モデルにおける、大量生産

主体で消費をマス（一塊）に捉えるシステムから、個

別的な需要の側から製品を選択するという、prod-

uct/pushから needs/pullへのモデルの転換にも対応

している。

学生からみれば、学習対象（科目）の配置と時間を

決める主導権がどちらにあるのか、ということは実質

的に選択の主体性の形成基盤となるものである。カリ

キュラムで決められた時間に合わせて行動する、自分

の理解・関心の変化に関わりなく授業は次の単元へと

一方的に移る、という状況から、いつ何をどの順序

で、ということを自分で自由にコントロールできると

いう状況へ変化するのであるから。

ここで注目しているのは、授業の時間のうちのこと

（教室であれネットであれ）よりはむしろ、授業と授

業の間の時間のことである。ある授業を受けた後で次

にどうするかを、自分で決めることができるかどうか

ということである。止める、続ける、後に延ばす、別

のことにするなどなど、コンテンツと自分との関係が

その都度、あらためて問われる（反省し評価される）

ことになる。学生にとっては、自分自身の理解度や関

心の変化とともに、対象としての授業内容について、

考え直し次の行動へと結びつけるための時間が構造的

に用意されているということである。そのことが主体

の転換を自ずともたらすことになろう。

このことは、一般的なメディアとコンテンツの例を

みればわかりやすい。

新作映画のロードショーを楽しみにして待つ（見逃

さないように注意する）という時代ははるかに去り、

同じコンテンツ（映画の内容）が雑誌、書籍、TV、

DVD、インターネット、さらには商品化されたタレ

ント、キャラクター・グッズなどのメディア連携に

よって多重的に提供され、人々がひとつのコンテンツ

を複数のメディアを通して複合的に経験するような時

代になると、そこには商業主義的の巧妙さがいっそう

増した（いっそう受動的な消費者を作り出す）という

面はあるのだが、その一方で、楽しみ方の主導権が提

供者から受け取り手の側へ移動することになったとい

うこともまた確かなのである。

メディア・ミックスは、映画のような投資の大きな
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冒険的ビジネスのリスクを、収益の多元化によって小

さくするために編み出されたビジネス手法であるが、

結果的に本来の主となるメディア（ここでは映画）の

地位を相対化し、さらに供給元が特権的に持っていた

権威を小さくもしたのである 。

メディア・ミックス環境では、コンテンツをどのメ

ディアを通して、いつ、どのような順序で受け取る

か、ということが受け手の個別の状況と判断によるも

のになってしまったのだということである。

それと同じように、学習したい内容が、学校と教室

の中以外（その前あるいは後）においても経験される

（あるいは手に入れられる）ようになると、何をいつ

どのような順序で学ぶかということは、学習者の主体

によるところが大きくなり、学校と教室によるコント

ロール力は、はなはだしく弱くなってくる。

加えて、供給と需要の数的バランスの問題がここで

表に出てくる。コンテンツが希少で価値のあるもので

ある場合には、メディアの生産・流通能力が低いと逆

に、メディアの側に権威が生まれてくることになるの

だが、メディアが総体的に発達し供給の多元化が進む

と、伝統的メディアの権威はより小さく相対的なもの

になってゆくということだ。

ネットワーク化した社会において、教育コンテンツ

が散在するようになると、知の偏在状況において保障

され保たれていた大学という機関の権威は、急速に小

さなものになってゆくであろう。

さらに、同じような商品があふれて消費者の窮乏感

がなくなってしまうという、成熟市場の商品差異の細

分化と需要者主権の問題が並列的に生じてきた。

このような状況にあって、同様な状況にある一般の

産業の例から導かれる対策は二つある。それは、製

造・流通のセグメント化とコスト圧縮という経営課題

である。そして事実、少子化時代を迎えた大学の経営

指針として一般に語られていることがまさにこれであ

るようだ。特色を出す、ということは実際にはニッチ

を狙う（セグメント化）ということであり、一方合理

化は、単純な予算削減として現れがちである。

しかしこれらは飽和（あるいは縮小する）市場から

の撤退か延命の戦略であり、先に見た言い方でいえ

ば、直後に控える死を先取りした方策であるともいえ

よう。一方、ネットワーク時代のメディアの経営とい

う観点から課題を捉えなおすことによって、ここに第

三の道を求めることはできないだろうか。

多種メディア上におけるコンテンツの散在状況を迎

えて、教育／学習における大学への集中が、社会的に

も学生個々人のレベルでも拡散してしまった状況は、

DVDやビデオゲーム、携帯電話などのメディア拡散

によって（さらには中古本市場のような物流複線化を

加えて）、本が売れなくなったと嘆いている、旧来型

の出版社が迎えている状況にも似ている。

一方このような、複線化・多重化した状況における

メディア経営がとるべき有力な方針のひとつは、他を

取り込みまた連携の構造を作り上げることにあると考

えられる。

それは、コンテンツ提供という面で、大学から見て

ライバルになっている（結果として学生から見て大学

をオールタナティブのひとつにしている）様々なメ

ディアとの相互関係を戦略的に構想することである。

大学を自律でなく、(広い意味での）教育コンテンツ

を提供する様々なメディア間の相互関係に位置づけな

おし、その上で大学ならではの特異な機能と主体性と

を発揮できる枠組み作りを計画的に推進することであ

る。

ここで重要なことは、相互関係において捉えるとい

うことは、個性を減退させることではないということ

である。教育コンテンツのネットワーク状況の中での

大学の権威をいっそう相対化するものではなく、その

逆に働くためのものであるように、“相互関係的なフ

レームワーク”を認識し設計する（ビジョンを持つ）

ことが課題となる。

先に、映画のような娯楽コンテンツのメディア・

ミックス状況を例に挙げて、複合メディア環境では、

教育／学習の主体としての主導権が教授者の側から学

習者の側に移ることを論じたのだが、現実にはそこに

もう一つの構造と別の主体の権威化が加わることにな

る。

実際に娯楽コンテンツの世界でも、多種メディアを

通して出版されている膨大なコンテンツ情報を整理

し、自分の好みから選択判断するための情報処理能力

を、個々の受け取り手・消費者が十分に自分のものと

して備えているわけではない。

メディア環境の複雑さに対する受け取り手の側の能

力は不十分である。この状況では、(あるメディアが

流す情報を個別の消費者が受け取って別のメディア返
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すという）無数のコミュニケーション連鎖を、うまく

処理して共通の認識判断（つまり流行）を作り出すよ

うな、コミュニケーションの使い手・編集者のような

組織や個人が、情報ネットワークの“ブランド”とし

て結果的に生まれている。今日のメジャー・メディア

産業は、自身が送り出すコンテンツの量において圧倒

するというのではなくて、自他を問わず発信され取り

交わされている無数の情報を取りまとめて筋道をつ

け、受け取り手に対して楽しみの道行きを保障する能

力においてその力が問われている。例を挙げれば、テ

レビのバラエティ番組や、雑誌やネットの編集記事な

ど、それ自体は新たな知的コンテンツの創造を行うわ

けではないものが、今日のメジャー・メディアの典型

的な手法となっていることである。このような取りま

とめや編集の価値創造は、量的に網羅的であることに

よってもたらされるものに限られるわけではなく、目

の付け所・切り口・技術などによるところも多いので、

新しい個性としての組織や才能が次々に生まれ、競

争・盛衰を繰り返す（市場から見れば消費される）と

いう状況が生まれている。

ネットワーク社会における大学経営の第三の指針

は、このネットワーク状況のメカニズムに見出すこと

ができるのではないだろうか。ネットワーク上のコ

ミュニケーションという相互関係のただなかで、質の

保証という共通基盤を提供し個別的な学習プロセスの

実現を支援する、“情報のブランド”を目指すことで

ある。

ここでコミュニケーションとはつまり、様々なメ

ディアから教育コンテンツを受け取ってはその反応を

メディアの側に返す、学習者参加の教育形態ともいえ

るような、新しいメディア状況における学習者の学習

のやり方を意味している。

如何に優れた教育コンテンツがネット上に公開され

ていようとも、その意味内容を理解し、自分にあった

ようにそれらを取りまとめ、プロセス化してゆくため

には高度な研究・学習能力が必要となる。それは、情

報の消費者がメジャー・メディア産業に頼っている、

娯楽コンテンツの質（面白さ）の評価に比べて、いっ

そう（少なくとも同等程度には）専門的なことだろ

う。大学が、学習コミュニケーションにおける（結果

的に学習コミュニティにおける）情報ブランドの地位

を確立する戦略をとるべきであるのは、この理由によ

るのである。

その際、個々の大学の違いはブランドの経営の違い

として実現されるものと考えられる。ファッション・

ブランドの領域に見られるように、価値の世界のブラ

ンド化は一元的なものではない。様々なスケール、

様々な領域に分化しながら、またブランド同士が互い

に相互関係しながら、顧客との相互関係の上で多元的

な価値創造を目指している。そのことは、ファッショ

ンのブランドがいち早くメディアの経営の性格を備え

ていることでもあるのだが、一般のメディア産業や

ファッション産業に比較すれば、大学のブランド経営

の場合は、より長い時間スパンを備えることになろ

う。

ニッチ化や単純コスト削減とは別の、情報のブラン

ド経営、つまり、ネットワークを活性化する仕組みの

供給者としての道をここに構想することができるので

はないだろうか。

⇨ 「付論ｃ：ネットワーク経営のキーとなる関係

の活性化」

ネットワーク社会における学習者像を想定してみる

と、その行動は次のようになるだろう。メディアから

受け取ることのできる多量の教育資源から、自分の目

的・学習目標に合わせて、⑴必要なものを選択し、⑵

適切な順序・関係にそれらを配置・計画し、さらに⑶

理解度・到達度を評価して計画を再調整する、という

学習プロセスである。

その目標・目的とされるものが、公的な資格や標準

化された技術のようなものの場合は、公開される教育

コンテンツの充実と学習システムの発達によって、

早々に教育機関を必要としない段階に至ると予想され

る。その場合に教育機関が果たせるのは、情報ネット

ワークでは取り扱えない、身体的な訓練や予備経験・

実験の場の提供が主となろう 。

逆に教育機関としての大学に新しい役割が期待され

るようになるのは、多様化に応える教育のシステムと

してではないだろうか。個々人の学習ニーズに対し

て、ネットワーク上の教育コンテンツを活用しなが

ら、個別的な学習プロセスをして作り上げてゆくこと

の支援システムである。何をどのように学べばいいの

か、という“質の保証と支援”の機関として、つまり

教育・学習領域の情報ブランドとしての、大学のモデ
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ルを想定することができる。

そしてブランド化戦略とは、従来は大学という組織

に属さない、そしてネットワーク上では今後一層有力

となるであろう、高い水準のメンター（学習支援者）

能力を持つ個人たち と連携して（あるいは取り込ん

で）ゆくシステム作りでもある。

次に検討するのは、そのような新しい大学としての

組織経営の課題をどのように捉えるかということであ

る。

4. 社会と組織の経営：コミュニケーションのマ

ネジメント

授業提供の仕方としてe-learningを手法的に導入

する試みは、既に国内の大学でも本格的な実践例がみ

られるようになってきた 。しかしその内容が、教室

における教員と学生の間のコミュニケーションを視聴

覚技術によって置き換える、というだけであれば、む

しろ失われるもの（肉声、雰囲気、臨場感など）を惜

しむ声さえ多く聞かれることになる。コミュニケー

ションということの本質から考えれば、情報技術の活

用によって、従来とは異なる“関係構造”を作り上げ

る、ということが実現目標に組み入れられる必要があ

ろう。

そのことは、従来は教室、学科―学部、大学、社会

といった、空間および組織の単位において分断（閉

鎖）されがちであったものを、多元的で相互関係的な

ものに作り変えるという、(広い意味での)“経営”モ

デルの転換にあたることである。

大学の中でいったいどのような教育がされているの

か、それが社会の中でどのような意味があるのか、と

いったことについては、実際上でも広く社会の側から

問い直される傾向が強まっている。大学という組織自

身が、自らの教育機能をあらためて評価し、またそれ

を公表もし、具体的な改善に結びつけてゆこうという

取り組み（faculty development, FD）が一般化して

いる。

しかし、その評価手法が主に内部的な基準によるも

の（例えば学生による授業アンケート）に限られるの

であれば、その目的に対してはまったく不十分であ

る。置き換えてみれば、技術革命によって特定の産業

領域全体が再構築の必要をせまられているときに、個

別商品・サービスの品質点検を限定的に実施している

だけでは、全体としての対応効果もかなり限定的なも

のにならざるを得ないだろう。

経営単位としてみれば、伝統的に教室には高い独立

性が与えられてきた。モデルをそのままに外部評価の

手法を導入しようとすれば、場合によっては権利的な

侵犯が問題にされたり、客観性が問われることにもな

りかねない。オープン化が統制化ではなくて個の自律

性をより明確にする多元化に基づくことが、方便では

なくて実質となるようにするためには、経営モデルと

してそれが明示的に定立される必要がある。ネット

ワーク型の組織経営については数多く論議されてきた

が、経営単位の断裂再編が問われる大学という場も、

そのモデルの適用にふさわしいものの一例であろう。

ネットワーク型の経営モデルを論じる視点から見れ

ば、今日の大学組織の価値とパフォーマンスとを評価

するための全体的な枠組みについて、要点を次のよう

にまとめることができるだろう。

● 評価対象を、⑴経営の理念、⑵経営方針、⑶実施

計画および組織構造、⑷実際の活動展開の、４つ

のフェーズに分けて捉える。

● 評価主体は、公共的publicな判断基準を持つこ

とが求められる。

● 基準の公共性は、対象カテゴリに沿って、多重的

なものとなる。

● 各フェーズの評価は相互関係的に捉えられる必要

がある。

● 各評価対象への評価と対応行動は分けられるので

はなくて、一貫的で再帰的に運用されるべきであ

る。

つまり、⑴概念的には理念から行動までの構造化

に、⑵対象定義上はマネジメントから教室までの多層

化において捉え、⑶システムとしてはフェーズ単位、

組織単位の相互関係のコミュニケーション設計として

考えることである。

具体的な組織経営課題としては、評価主体をどのよ

うに実現するかということに焦点を向けるべきである

が、既存の組織経営の評価システムとしては、欧米の

企業で導入が進んでいる、マネジメントと直結した

Corporate Responsibility担当部署（CSR部署）の

働きが最もそれに近いものとなるだろう。
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従来の事業組織では広報の部署がそれに相当する

が、会社と市場の二元的視野に囚われがちなそれに対

して、関係対象（stakeholders）を多元・多層的に捉

える点 で区別するために、新しい組織（あるいは改

組）として取り組まれる場合が多い。

関係対象の多元・多層化とは、組織の執り行うべき

コミュニケーションを、多数の相手、多様なやり方、

それぞれ異なる達成目標において考えるということで

ある。企業経営の目標は結局は利益を上げること、の

ような還元主義とは逆の考え方である。基準と目標と

を多次元的にした組織において、現実的な運営が複雑

になり過ぎて分裂崩壊しないようにするためには、多

元・多重的で相互関係的なコミュニケーション・シス

テムを作り上げることが必要である。社会をネット

ワーク構造に捉えるということは、組織の内部構造

も、従来的な単純平板なものではなく、ネットワーク

対応構造によって捉えられるべきだということであ

る。

対応して、ネットワーク的コミュニケーション・シ

ステムの構築と運営の主体を経営組織内にどのように

作り上げるのか、ということがまず取り組むべき具体

的な経営課題となる。

「この時代、この社会において、(我が）大学の存在

理由は何か。必要なのか」という問いに答えること

が、社会における一個の主体としての大学の責任であ

り、そのことを、理念から現場の個別授業まで、多層

的に問わなければならない。それぞれのフェーズにお

いて個別的に問われるべき、対象、内容、評価と対応

行動の指針について、さらに相互関係的に結びつけ、

全体としての大学（主体）と社会とのコミュニケー

ションのあり方についての責を持つ部署あるいは担当

主体をどのように作り上げるのかということ、それが

第一の課題である。

経営戦略単位を多元多重化する、つまりステークホ

ルダーごとに分けるということは、経営組織モデルと

して考えれば、徹底的に局所的な最適解を追及すると

いうことと、相互的な協調を支援することとを、全体

として効率的に遂行するできるシステムを構築すると

いうことである。

見方を変えればこれは、部門的なパフォーマンスの

最大化を、全体として“正しい”かたちと方向にコー

ディネートしてゆくという、ネットワーク型（自律分

散・協調型）の経営システム・デザインの課題である。

「組織最小・コミュニケーション最大」というモットー

で語られるような経営モデルでは、協調機能を専門部

署（組織）として実現するか、情報共有を主とした機

能基盤（システム）として実現するかという２つの指

針が考えられるが、伝統的に経営組織の中心（責任主

体）があいまいになりがちな大学組織では、専門部署

化のメソッドを採択することが現実的であると考えら

れる 。

上記の立場から、末端ノードである学部・学科に焦

点を当てて、具体的な取り組みモデルを考えてみよ

う。ここでは、教育組織としての機能評価・改良を、

コミュニケーション・モデルとしてみることにする。

従来の取り組み姿勢ではわかりにくかった学内外のス

テークホルダーを対象化することによって、次のよう

なかたちを検討・構想することができるのではないだ

ろうか。

⑴ 教育内容（内部コンテンツ）の公開

教育コンテンツがインターネット上に散在しだして

いる現状において、それらと相互関係を取り結ぶため

には、まず自らが参加主体たることが必要である。

教室の中で行われている教育内容自体を教育コンテ

ンツとして（ネットへ）無償公開し、教育の機能面で

社会に貢献する。

コンテンツについては、参加こそが評価の実質を構

成する。公開することで必然的に生まれる第三者的な

視点が内容評価を改良に結びつけてゆくのである。組

織として対応することによって、自然に、未公開の授

業を含めて評価基準が自主的な形成されてゆくことに

なる。

コンテンツ化に必要な情報技術（マルチメディアと

サーバーの技術）はすでに標準化されているに近く、

技術課題は小さい。

⑵ 公開教育資源（外部コンテンツ）の活用

相互関係において捉え、行動することは、具体的に

行われる必要がある。一方的にネットに公開するだけ

では、旧来の放送と同じで、それだけではネットワー

ク的な思考にも行動にも結びつきにくい。

(ネット上の）外部に既に公開されているものを評
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価し、それを内部の改良に活用してゆく手法を開発す

ることが運用の上で必須のことだろう。教室を閉鎖的

な空間から、綜合的な場へと再構築する取り組みであ

る。本稿ではメタ・インストラクションと呼んでいる

教師の役割である 。

全ての教室に適用されることではないにしても、公

共の知識を個別的に綜合するやり方の実現こそが、教

育技術として現在取り組まれるべき開発課題であると

考えられる。

⑶ 社会広報活動の実現

以上の教室（教育主体）レベルで取り組まれる、公

開（貢献）と綜合（活用）とを、円滑かつ体系的に実

現・運用してゆくための支援・基盤主体としての組織・

システムを、いかに設けるかということが第3の課題

である。

組織の個別的事情に合わせて、学部・学科単位での

専門担当・部署化を図ることが必要になる。具体的な

項目の詳述 をここで行うことはできないが、クリ

ティカルな事項が公共（public）の視点の確保である

ことは、あらためて確認しておかなければならない。

おわりに

今日の社会変動期において、大学もまた、社会的な

存在意義や役割、経営体としての構造などについて、

見直しのときを迎えているといわれている。本稿で

は、社会のネットワーク構造化とメディアの意義とか

たちを問う視点からこの問題を検討した。もちろん教

育の意義は、社会の時代状況に依存する面を持つ一

方、人間存在の根本にかかわるものでもある。“メ

ディア”という視点はごく限られた側面からそれを眺

めるに過ぎないものであるが、社会が大きく変化する

時期にあっては、教育の意義とその対応組織のあり方

を検討するための、有効な側面を切り拓くものとして

期待したい。

⇨ 「付論ｄ： メディア社会の主権と人間存在」

付論：

ａ：公開される教育コンテンツと大学

大学の社会的な存在価値は知の偏在に依拠してき

た、ということができるだろう。大学でなければ学ぶ

ことのできない知識があるということが、大学の権威

や個性の根拠となってきた。

ネットワークとオープン化が、徐々にその状況を変

えつつある。

世界中の様々な大学が、授業内容の公開に取り組ん

でいるが、その品質と体系、規模や広がり、そして理

念において、突出していると見られるのが、米マサ

チューセッツ工科大学MITのOpenCourseWareプ

ロジェクトである。

本プロジェクトは、米国ではいくつかの事業成功例

（フェニックス大学など）が見られるオンライン教育

ビジネスとは異なり、(授業料年間2万7千ドル以上

といわれる）MITで開講されている全授業の内容

（シラバス、参考文献リスト、講義ノート、さらに問

題集、過去の試験、学生プロジェクト等）を、イン

ターネット上で無償公開するというものである。

2001年に開始され、2005年６月１日時点で全1,800

コースのうち1,100の講義情報が公開されている。

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/all-courses.

htm

さらに、総公開講座数に対しての割合としては小さ

いが、15講座についてはビデオ映像、７講座につい

ては音声で、教室の実際の講義内容がシラバスに添っ

て公開されている（2005年時点)。公開数が少ないの

は、MITが本プロジェクトに投入できる資源の限界

（サーバーからの送出帯域幅、映像データの編集・圧縮

のコストと保存領域等）によるものである。全講座公

開に向けて、年間500万ドル程度が新規公開と既公開

分の保守の予算として見積もられているが、今後、情

報処理と通信コストの低下が、この資源限界を急速に

解決してゆくことが予想される。

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/OCWHelp/

avocw.htm

プロジェクトの根底にあるのは、「教育と発明は、

知識がオープンに共有されてこそもっとも前進する」

というMITの経営陣の理念である。インターネット

時代に教育の革新はどうあるべきか、という問いに対

するMITの答えがこのかたちを生み出している。対
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象化することのできる（コンテンツ化できる）教育資

源を全て公開・共有化することで、世界の教育水準・

学習機会の向上に寄与することともに、教育とは何か

という本質への問いに正面から向かいなおし、教育の

革新へとつなげようというのである。

このような考え方は、今日的な著作権のような知の

財産権・経済価値を主体としたものとは正反対のもの

であるが、マートンのCUDOS に限らず、これもひ

とつの科学の主要な伝統である。今日的な「知識の共

有」という考え方については、インターネットと知的

財産権の制限について、スタンフォード大学のローレ

ンス・レッシグが始めたクリエイティブ・コモンズ運

動があり、OpenCourseWareもクリエイティブ・コモ

ンズのライセンスを使っている。

クリエイティブ・コモンズは、従来は主として音楽

や画像、動画に焦点を合わせ、デジタル・コンテンツ

について著作権者自身が著作権を制限することによっ

て、コンテンツ創造的のためのコモンズ（共有地）を

確保・拡大しようとしてきたプロジェクトである。

OpenCourseWareは、その学術情報版であるサイエ

ンス・コモンズ sciencecommons.orgの先駆的で代表

的な事例のひとつである 。

公開されているOpenCourseWareのクリエイティ

ブ・コモンズのライセンスでは、次のことが明記され

ている。OCW の利用者は、自由に教材をコピーし、

再配し、翻訳し、派生的な教材をそこから作ることが

できる。その条件は、利用が非営利目的であること、

MITとその教材を生んだ教授のクレジットが記載さ

れていること、そこから作られた別の教材もオープン

にすること、の３つである。共有しまた同様に共有す

るShare and Share alikeという考え方である。(コ

ンテンツを提供する教員からみると、OpenCours-

eWareへは教材出版を許可する非独占的契約を結ぶ。

教材の所有権は残しているので、それに基づいた本の

執筆などは自由にできる）

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/terms-of

-use.htm

誰と誰が共有するのか。MITによれば、教師、学

生、そしてそのどちらでもない自分で学びたいという

意欲を持つ人々、によってであるという。現状の公開

資源を直接的に有効に利用できるのは、まず、MIT

の教授陣の教え方や教育情報を自分の授業に活用でき

る教師である。そして研究に積極的な学生が、自身の

学習計画を設計する助けとして活用する。さらに、ビ

デオと音声で完全公開された講義については、学びた

いという意欲を持つ全ての人が対象となろう。これま

でに世界中の、特に教育資源・機会の乏しい地域から、

MITに多量の感謝のメールが寄せられているという。

共有のネットワークは、MITの狙い通り、世界の

教育界とつながりだしている。

元の講義内容はもちろん英語であるが、提携した組

織がスペイン語とポルトガル語に翻訳を進めている。

また、中国および台湾の大学グループが同じように中

国語への翻訳のための組織づくりを進めている。大学

教育を受ける機会が乏しい地域に住む、中国語を使う

多くの人々の学習機会のため、というのが彼らの行動

理念となっている。(www.twocw.net、www.core.

org.cn)

他に米に３大学、ベトナムでも１大学がOpen-

CourseWare形式で授業公開に取り組みだし、日本で

も、2005年５月13日に大阪大学、京都大学、慶應義

塾大学、東京工業大学、東京大学、早稲田大学の６大

学によって日本OCW 連絡会が発足し、各大学で行わ

れている講義のシラバスや講義ノートの無償公開に取

り組んでいる。

h t t p://o c w.m i t.e d u/O c w W e b/G l o b a l/

AboutOCW/otherocws.htm
 

MIT の広報担当者 Jon Paul Pottsが述べるよう

に、「数多くのOpenCourseWareプログラムが出現

し、最終的には世界中の人々が莫大な知識資産をオン

ラインで利用できるようになる」という願いは、具体

的に進行しているのである。

一方、このような公開プロジェクトによって、既存

の大学の内部はどのように変化してゆくのであろう

か。

「教授や他の学生とのやりとり、ラボで日々経験す

ることなど、キャンパスでの研究にかかわってこそ得

られる価値は、OpenCourseWareで代替できるもの

ではありません。(中略）MITでは、教育とはキャン

パスで学生が教授とのやりとりや先端的な研究を通じ

て行なわれるものと考えているからです。」（アン・マ

ルグリーズAnne Margulies、MIT OpenCourseWar-

eエグゼクティブ・ディレクター）

情報技術によっては外部化できないものは何かと問
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うことが、新しい教育の本質を問うことになる。より

高度なインストラクション、そして知の創造行為こそ

が、大学という場の本質であり、これからの具体的な

姿であると考えられるが、本稿では綜合化支援という

メタ・インストラクションに注目している 。

ｂ．e-leaningの本質である多次元構造とインストラ

クション

情報技術を伴うコンテンツ化の特徴は、本かビデオ

か、つまりテキストか視聴覚教材かという表現形式上

の対比を超えたところにある。それは学習プロセスが

多重化・複線化に向かうことである。書籍やビデオは、

基本的に線形（一次元）のメディアとしての構造上の

制約を備えている。一方、実際の教育課程において

は、すべての学習者がただ一通りの学習プロセスを順

次的に歩むことで目的が達成されるわけではない。そ

れは理解力の個人差によるものではなく、新しく取り

組む学習課題が学習者に対して期待している（必要・

前提とする）知識の有無と事前理解度の個体差に起因

することである。

単純な教育のモデルでは、均質な学習者という人間

像が暗黙に想定され、個体差は理解力の違いに集約さ

れる。学習目標・プロセスは均一で、違いは学習の速

度にあり、学習期間が同じであれば結果として到達段

階の差となる。しかし現実には、学習過程の早い段階

で教科科目が分かれる（専門化される）ように、また

同一科目の中でも対象内容が分かれる（分類化され

る）ように、目標とプロセスは複線化し、学習者それ

ぞれに個別領域での到達段階の差が多様化することに

なる。また一方知識はその本質において、専門分化さ

れながらも相互関連しているものである。(単純化し

ていえば、数学の問題文は読解力が必要であり、現代

文を読むには地理・歴史・法律・制度・国際関係など

の社会の知識が必要となり、数理的な技術・センスが

調理にも必要なように）

教育内容の複線化と到達段階差が、学習者の多様性

をかなり早い段階から作り出すことになる。学習資源

はこの複合的な差異性に対して応えるものであること

が期待される。いったん専門分類化されたコースを横

に跨ぎながら行ったり来たりするような、相互参照的

な仕組みが必要なのである。しかし、本質的に線形的

なメディアではそれを十分に表現・提供することに限

界がある。

もちろん、教育の現場では、相互参照的なインデッ

クスを備えた教科書づくりのような取り組みが熱心に

行われ、確かな成果がもたらされているのだが、それ

でも多様化を本質とする対象（学習者）の現実に対し

ては、線形メディアの改良・工夫による対処では目標

との差を縮めることは困難である。参照をくまなく丁

寧に、本格的なものとして実現すると、書籍としての

ヴォリュームを越えるだけでなく、学習者にとって自

分が本来どのコースを歩んでいたのかわからなくなる

（迷子になる）可能性を生んでしまう。

個別の学習者にとっての教授者の存在の意義は、こ

の全体としては複合的な課題に対して（学習者ごと

に）個別的な解を与えてくれることにある。一人ひと

りによって異なる複合条件に対して、必要（不足）な

ものを適切な順序で示して（インストラクションし

て）くれる指導者としての教師を期待することであ

る。教育内容が複雑高度化し、個的な対応が必然的と

なった今日において、少人数教育の理論的な必要がこ

こにあるのである。(補習型学習塾の主流が個別指導

体制となってきたこともその例といえよう）

マルチメディア型のe-learningシステムの実現目

標とされるべきは、この複合的な学習課題に対応する

多重的な構造を提供することである。書籍やビデオの

ような線形構造の制約が少なく、学習者の選択による

やり取り構造（interactivity）を組み入れることが容

易な技術基盤が、その可能性を切り拓いている。

学習者に対して、課題の持つ多元的な知識構造（前

提となる知識・情報との関係および展開・応用領域と

の関係など、知識群の相互関係構造）を明らかにし、

対応する学習資源を提供し、それでいて、全体として

の学習の進行方向を明示し進め後押し（instruct）す

る仕組みである。

教育コンテンツとは、このようなインストラクショ

ンの働きを内蔵するシステムとして捉えられる。一方

教師の役割は、ひとつにはこのようなコンテンツの生

産であるが、より一般的には、このようなコンテンツ

を活用したより上位のインストラクション（メタ・イ

ンストラクション）にあるといえるだろう 。

ｃ．機会と簒奪、教育の公共性

情報技術がもたらした、知と学習の仕方の変化は、
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全体としてどのような世界を私たちにもたらしている

のだろうか。そのことを、ミッシェル・セールが述べ

るところをたどりながら考えてみたい（ATLAS,

1994、邦訳『アトラス』、法政大学出版局、2004年)。

セールが語るように、今日私たちは、コミュニケー

ション技術によって生み出された巨大な教育的共同体

を目の前にしている。生涯教育や遠隔学習の機会は、

あまねく遍在するネットワークによって、いつでもど

こでも私たちの目の前にある 。文化や科学の集積所

としての大学や図書館が、一部のものだけがそこにた

どり着くことのできる、構造的に排他的な閉ざされた

場所であるのに対して、この本質的にオープンな構造

を現実とした私たちは、知を共有すること、教えるこ

とと学ぶこと、創造することについて、どのようなか

たちを描くことができるのだろうか。

（p156、邦訳版参照)

学ぶ者の内面に意欲と困難に立ち向かう勇気とを引

き起こす、生身の教師の存在は依然として重要であ

る。しかしその役割はまったく異なったものである。

生徒や学生は、教師の内面の何を敬慕し尊敬するので

あろうか。知が教える人の内面にだけ具現されていた

のは古代のことである。書物によって知は身体を離

れ、別の場所でそれを受け取ることができるように

なって久しい。また、教える人が目の前に本当にい

る、ということが重要であるということも、学問の目

的とするところからして疑わしい。学問は、今・此

処・私を超えたものを志向するのであり、その意味で

本質的に仮想的に行われる。

（p212-3、同掲書参照)

学問的な知と教育の仮想性が意味するところは、情

報技術の発達は必然的に、大学をその本来の姿として

仮想大学に作り変えるということである。そのことに

よって、従来の大学に見られた、政治的な特権や権

威、学生の奴隷化や私物化、自由な思考の簒奪は過去

のものとなる。

（p214、同掲書参照)

しかしその一方で、あまねく遍在するネットワーク

の実現が、同時にそれがすべての人のものとなること

を意味したのではないことも、誰もが気づいているこ

とである。むしろ新しい資本主義の加速度的な進行、

少数者による全面的な所有が明らかとなりつつある。

かつての社会において“知的なもの”が少数者のも

のであっても、大多数の者には“具体的なもの”を所

有することが残されていたのだが、あらゆる生産が知

的なものに集約されるようになると、大多数の者には

何も残されなくなる。ネットワークから排除された者

の悲惨の問題が本質的かつグローバルな問題となって

いる。

（p157-9、同掲書参照)

権力や富の偏在・独占の問題が、遍在的な知のネッ

トワークによって、地域という圏域を越える問題に

なってしまった。ネットワークを利用することによる

成功の機会とともに、ネットワークから排除されるこ

とによる悲惨は、どの社会でも起こりえるのである。

経済的に豊かな社会では、教育の喪失がそれを引き

起こす。どこにでも知がある、知識が向こうからやっ

てくるといっても、それを取りまとめ方向付ける力は

どこから得るのか。メディアの資本という少数者がそ

れを行うに任せることはすなわち簒奪に任せることに

もなる。

教育機関の公共性とは、そこにこそかかっていると

考えられるだろう。

ｄ．ネットワーク経営のキーとなる関係の活性化

家庭用情報機器の市場では、アップル社の iPodの

成功は目覚しいものである 。Sony製品をはじめ、

機能的には iPodをしのぐ点を備えた多くの他社製品

がことごとく敗退し続けているこの状況に、従来の機

器の製造販売とは異なる、メディアの経営の手法の典

型を見ることができる。ここでは、iPodを例として

ネットワーク型のメディア経営モデルの特質について

論じる。

現在月間200万台超を売り上げる携帯プレイヤーで

ある iPodは、ビジネスとしてみれば、単なる機械販

売ビジネスではなく、iTunesというパソコン用のソ

フトウェアおよび iTunes Music Store（iTMS）とい

うインターネット上の楽曲販売サービスと三位一体に

つながった構造を持っていることに特徴がある。

iTunesというソフトは、利用者自身が自分の持っ

ている全ての音楽CDをパソコン内に記録して（読み

込ませて）一元的に管理する機能を持っている。さら

に iTuneはインターネット接続機能を備えていて、

オンラインの楽曲販売店 iTMSのデータベースから

気に入ったものを簡単に探し出して購入することがで
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き、パソコンの自分の音楽コレクションに追加記録で

きる。楽曲の価格はCDのような物販のコストを必要

としない分安価（約半額以下）である。そして自分の

コレクションは、気に入ったものを選んで（あるいは

全て）iPodにコピーし、自由に外に持ち出せる。

iTuneというソフトウェアを中核に、インターネッ

ト上のビジネス（販売される音楽データ）と生活シー

ン（持ち運べる装置）とをシームレスにつなぐ。この

ことが第一に、新しい製品やサービスの提供というの

ではなくて、ライフスタイルの実現にかかわるもので

あることに注目したい。

iPod、iTune、iTMSの組み合わせの実現は、従来

の音楽を楽しむやり方が、如何にその時々の工業技術

の制約にとらわれてきたものであったのかということ

を、利用者に明らかにしたのである。今日のライフス

タイルの中で、音楽を“自然に”楽しむということが

どのようなことであるのか、ということを改めて問い

直すことは長らく行われてこなかった 。なんとなく

既存のメディア（テープやCD、MD）と装置を使い

続ける日常に対して、iPodは何が自然なやり方であ

るのかを具体的に見せたのである。そして現実に経験

すると、人はもうそれ以前の技術的な制約には我慢で

きなくなるというわけだ。さらにその技術制約が、ビ

ジネスや制度に結びつき、利権や権威を形成してきた

こともまた明らかになった。iPodビジネスは、既存

の企業や制度を破壊しながら進んでいるともいえ

る 。

インターネットの実用化以来、人や社会にとっての

本質的な価値を見直すところから事業を再創造（re

-engeneering）するところに、ビジネスの革新と成

功があると語られてきたが、これまでのところ音楽産

業では iPodビジネスのみがそれを行っている。

もちろん製品のデザインや機能の優秀さ、製造とコ

ストの合理的な管理、価格政策の適切さなど、iPod

の具体的な成功要因は多々あるが、個別に見ればより

優れた（少なくとも同等の）デザイン、機能、価格な

どの製品はこれまでもまた現在も他にあるのである。

iPodの成功は（音楽の楽しみという）本質価値のと

りえるかたちを目に見えるように示したことであり、

そのメッセージを適切に伝えるデザイン（プロダクト

および広告表現）によるものである。

そして、求められるライフスタイルを実現するとい

う iPodのデザイン姿勢に、ファッションのデザイ

ナーたちが即座に反応した。ルイヴィトンやグッチ、

フェンディなどのラグジュアリー・ブランドのデザイ

ナーたちが、iPodを持ち運ぶためのケースを次々に

デザインし商品化していっただけでなく、iPodがイ

メージさせるライフスタイルに啓発されたデザイン展

開を始めたのである。

もちろん iPod用ケースを作っているのはラグジュ

アリー・ブランドだけではなく、カジュアルなもの、

ジョギングやアウトドア、水泳などのスポーツ用、傷

や衝撃吸収のための新素材を使ったプロテクター型な

ど、様々なものがある。さらに機器との接続ケーブル

類、マイクやＦＭ波トランスミッター、ライト、充電

器、デジカメとの接続インターフェース、携帯用から

ワイヤレス、高品位、特殊な形態など多種多様なス

ピーカー、コーティング剤やシール類、等々、イン

ターネットの物販情報を検索すると、iPodのアクセ

サリ類はすぐに1,000件以上みつかる。

また、ＢＭＷなどの高級車も同じようにすぐに、車

内に iPod接続機能を取り付けたが、2006年中に発売

される日本の車の三分の一にも iPodが接続できるオ

プションが用意されることになるという。

iPodのネットワークを基盤としたデザインは、単

に情報技術の領域だけでなく、製品・サービスの外部

ネットワークにつながっているのである。アフター

マーケットの広がりとオープン性が、iPodデザイン

の第2の特徴である。

さらに、このオープンなデザイン連鎖の基盤となる

iPodの特徴は、Podcastingというインターネット上

での放送形式を生み出した。音楽だけではなく、

ニュースや時事解説、語学学習、あるいはトーク番

組、話芸・落語など、従来のラジオで放送されるよう

な内容なら何でも、音声データとしてインターネット

上に公開し、それを iTuneを介して iPodに取り込ん

で聴くというかたちである。iTMSがその取りまとめ

サイト（ポータル）となることで、iTuneの使いやす

さを加え、番組の検索や予約録音にあたることが手間

なく行える。

すでに世界中の大手の放送局、新聞社、雑誌出版社

が、そして数多くの個人が、自分のラジオ放送局をイ

ンターネット上に持つようになっている。また、

iPodがビデオの再生機能を備えるようになってから
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は、動画放送の例も増えてきている。

遠隔教育への取り組みでは長い伝統を持つ米スタン

フォード大学も、iTMSのなかに、Stanford on
 

iTunesというコーナーを設けている。151カ国に18

万人存在している同校の卒業生と大学とが継続的なつ

ながりを持つために、世界中に放送される放送局を安

価に構築する方法として、このやり方が採用された。

学内コンサートの録音や学問的な講演の内容が公開さ

れているのだが、それが誰にでもアクセスできるよう

に解放されているために、結果的に同大学の広報の窓

口にもなっているのである。

以上 iPodの特徴を、第１に、ライフスタイルの実

現支援を目的として情報技術・ネットワークを活用す

るビジネスモデルのデザイン、次に、異領域のデザイ

ナーや企業に対して連携を活性化するシンプルでオー

プンな事業関係性のデザイン、最後にコンテンツ流通

のプラットフォームを提供するシステム・デザインの

３つの側面から整理した。

この事例を通して、提供価値の本質から（技術的

に）デザインすること、自社事業領域を越えてオープ

ンな事業構造を志向すること、コミュニケーションの

基盤の役割を果たすこと、というネットワーク型のメ

ディア経営を成功に導く基本特質を導き出すことがで

きるだろう。

ｅ．メディア社会の主権と人間存在

本稿では、映像を含むマルチメディアの技術の問題

と、社会的存在としての大学のあり方を問うことと

を、あわせ論じているが、その背景には、情報技術の

本質を問うことによって今日の社会における人間存在

の概念について考察しようとする意図がある。

その意図の一端を、以下のひとつの議論を紹介する

ことによって述べたい。

ジャック・デリダとの対談になる哲学論考『テレビ

のエコーグラフィー』(Échographie de la television,

1996, 邦訳、NTT出版、2005年）において、ベル

ナール・スティグレールは、「知を技術装置に委託する

プロセスとしてのアナログ・メディアとデジタル・メ

ディアの発展」を論じるにあたって、それがルロワ＝

グーランの『身振りと言葉』を参照するものであるこ

とを述べている。

ルロワ=グーランは、道具と言葉とが発生において

一致していることからはじめて、エクリチュールが人

を直接性から解放したこと、書物が社会を改変したこ

となど、言葉、文字、メディアの発達が人間存在とは

何かという概念を大きく変えてきたことを論じてい

る。かつて農民や兵士、職人にみられた知性と身体の

働きとの一致は、都市生活者にはみられなくなってき

たこと、いわば身体なき知的活動が社会の主たる基盤

となったことである。ここでルロワ=グーランが指摘

するのは、種としての人間、つまり脳と身体とは、数

万年前から基本的に進化していないということであ

る。そこから、現代社会における戦争の問題も、新し

い状況に適応しきれないタイプの個体がもたらす結果

として論じられる。一方視聴覚技術の発達は、エクリ

チュールを技術的に過去のものにしてしまって、人間

存在と社会に対して従来とは異なる段階をもたらすも

のとして考えられる。そのときに、人はこれまでの

人＝ホモ・サピエンスであり続けられるだろうか、と

いうのがルロワ=グーランの問いかけである。彼の論

点は、今日のサイバネティックス技術による身体改造

や電脳化（脳神経のネットワークへの直接接続）の問

題さえ先取りしているといえる。

ルロワ=グーランが切り開いた視点は、今日の社会

においていっそうはっきりしてきたのだが、スティグ

レールとデリダは、そのような「諸個体の知を技術シ

ステムへと向ける外在化のプロセス」として捉えられ

るメディアの発展に対するところの、公共空間の政治

について論をすすめている。

スティグレールは、現代のメディア産業を「テレテ

クノロジーを土台とする記憶の産業化」という枠組み

で捉えてみせる。例えばハリウッドは「象徴と記憶の

生産に携わる世界産業」であり、デリダも、これほど

の規模で世界市場に直結するかたちで計画される生産

は「人類の歴史の中で一度もなかった」と認める。さ

らにそこに、一方に生産者、他方に消費者という産業

の一般法則が当てはまるときに、メディアを通しての

受け取り手は消費者のステータスに置かれることにな

るのか、という問題が提示される。

市民性の構築のために、「文化例外」（ハリウッドの

覇権に対抗して市場を閉ざすこと）のような政治プロ

グラムを必要とするのか、あるいはマルチメディア技

術とインターネットの発達が、怪物的な巨大産業と戦
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う力を個人にもたらすことに期待するのか。

デリダはこの点において、政治プログラムの必要性

を認めながらも、「購買者」や「消費者」と呼ばれる

ものたちの側から「反－生産」ともいえるような「他

なる生産」による闘争がわきあがらなければ、法的な

施策に関わらずこの闘いの敗北は余儀ないものだと論

じる。

「制作や放送に関わる法的決定よりも、新しい技

術手段の教育や、件のテクノロジー向けの講習な

どの開かれたプログラムのほうが好ましいことも

あるでしょうし、私が望むのはこちらのほうで

す。市民、そうでないもの、これらの新しい技術

器具の全てのユーザーが自分たち自身で制作や件

のプログラムの選択に参加できるようにするため

に、できることすべてをなさなければならないで

しょう。」（p90、前掲書）

デリダが強調しているのは、「いままでは消費者－

観客の立場にあったものたちが適切に生産の中の選択

に加わり、市場に介入できる」ことの本質的な必要で

あり、つまりは社会の変革を新しい主体関係において

捉えようとすることである。

今日のテクノロジーによる社会の変容を捉えるにあ

たって、デリダはこの技術を使うものたちの技術的な

能力のなさに目を向ける。

「機械を使うものは相対的な無能力の状況にある

のです。この相対的な無能力、過去の無能力とは

比較にならない無能力の増大は、国家主権の衰退

と同じように現代の状況を理解するためのひとつ

の鍵なのではないかと考えたくなります」

（p97、同）

機能に対しての受動性が問題とされている。現状で

はあまりに弱々しいものであるが、「インタラクティ

ヴィティ」という語によって表されているものに、デ

リダは期待している。映像への新しい関係構築を、分

割＝共有（partage）としてのネットワークという新

しい社会像への期待が語られている。

本稿でとりあげている、ネットワーク社会化と教育

コンテンツの外在化状況に対して大学の役割がどう変

化すべきであるか、という問題提起に対しては、その

根本において、従来は市民の名で呼ばれてきた“主

体”をこの新しい状況においていかに形成するのか、

という課題が存在しているのである。(デリダは慎重

に、もはや「市民」と呼ぶ勇気もなく「主体」と呼ぶ

ことも避けたいと述べているのだが）

参考：

アンドレ・ルロワ＝グーラン、『身振りと言葉』、荒木亨訳、

1973年、新潮社、AndreLeroi-Gourhan,Le Geste et
 

la Parole,Albin Michel,Paris,1964

ジャック・デリダ、ベルナール・スティグレール、『テレビ

のエコーグラフィー』、原宏之訳、2005年、NTT出

版、Jacques Derrida & Bernard Stiegler, Échogra-

phie de la television,Galilee,Paris,1996

ミッシェル・セール、『アトラス』、及川馥/米山親能/清水

高志訳、2004年、法政大学出版局、Michel  Serres,

ATLAS,Julliard,Paris,1994

ミッシェル・セール、『第三の知恵』、及川馥訳、1998年、

法政大学出版局、Michel  Serres, LE TIERS-IN-

STRUIT,Francois Bourin,Paris,1991

MIT OpenCourseWareプロジェクト

http://ocw.mit.edu/

スタンフォード大学Stanford on iTunes
 

http://itunes.stanford.edu/

社団法人 私立大学情報教育協会

http://www.juce.jp/

アップル社 財務報告

http://www.apple.com/investor/

Nike社 事業広報

http://www.nike.com/nikebiz/

Google Book Search
 

http://books.google.com/

京都大学Vrassプロジェクト

http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/̃ mi/research/

vrass/

注：
１ 例えばニュートンはその主著『プリンキピア』(自然

哲学の数学的原理、Philosophiae naturalis principia
 

mathematica、1687年刊）において、日常的な認識

と科学的な認識の違いを、相対的-絶対的、見かけ-真

実、体験的-数学的の対比において論じ、絶対時間と

絶対空間の定義を行っている。(Definitions、邦訳

「定義」、世界の名著31『ニュートン』、中央公論社、

1979年）

つまり、私的・主観的認識と区別される、第三者的・客

観的認識を、人がどのようにして自分のものにするこ

とができるのかということを、直接には経験すること

ができない絶対時間と絶対空間を論じることから明ら
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かにしようと試みている。このときに、いわば知は、

属人性から解放される（を奪われる）ことになるとも

いえよう。

２ ミッシェル・セールは、科学の基礎・本質となる客観性

に関わる（科目）教育（enseignement）を、第三人

称を生み出すこと、という概念から説明する。この三

人称は一人称である学ぶ者自身から生み出されるもの

である。第三人称を生み出すことになる子供（学習

者）の“旅”に伴う、奴隷（ペダゴーグ）の存在から

（知的）教育（instruction）の意味が語られる。

（p79、『第三の知恵』、Michel Serres、LE TIERS-

INSTRUIT）

３ 社団法人 私立大学情報教育協会による研究発表（「大

学情報化全国大会」Ｈ16年度71件、Ｈ17年度102件

や「全国大学 IT 活用教育方法研究発表」Ｈ17年度

100件）をみると、教材開発とシステム構築など、

パッケージ化と提供システムへの技術応用を主題とす

るものが大半である。一方、少数ながら、学生間や大

学間の相互交流支援の枠組みなどを含め、教育の本質

と仕組みの見直しについての研究が登場しだしてい

る。筆者の発表「綜合教育におけるメディア技術の活

用」（Ｈ16）「メディア・サーバーの利用による教養授

業の専門科目への活用」（Ｈ17）もその例に含まれる。

（協会ホームページ：http://www.juce.jp/）

４ 80年代初期、以前は圧倒的な魅力を誇っていた映画

というメディアが、ビジネスとしての凋落を極めた時

期に、角川春樹によって開発された手法が“メディ

ア・ミックス”である。メディア・ミックスは、同じコ

ンテンツを様々なメディアに露出させ、人々がそれを

受けとる機会をくまなく用意し、いずれかのメディア

を通して受け取ったら次には別のメディアを通してと

いう具合に、人々をコンテンツの消費の連鎖に引き込

んでゆく手法である。小説から映画、音楽、TV、ア

イドル、写真集といったバリエーションに、今日は

DVDやビデオゲームなど、より多様化したメディア

を加え、メディア・ミックスはコンテンツ販売手法の

主流となっている。しかしそのことは逆に、いずれか

のメディアが他に圧倒するような存在であるとか、中

心となるということがなくなってしまい、様々なメ

ディアが相互関係的に、それぞれの中心を場面的に作

り出すような状況を生み出している。

５ 身体訓練や実験・実習についても、Virtual reality技

術の発達による情報技術支援が進むことは当然予想さ

れる。特に医療に代表される高度に専門的な領域で

は、Virtual reality技術を手術や検査の実習に活用す

る例が、90年代後半から米国の大学や関連産業に見

られるようになって来た。国内では、国立がんセン

ターの医療用VRプロジェクトや京都大学Vrass

（Virtual Reality Aided Surgical Simulation）プロ

ジェクトなどの例がある。

６ 段階的に進行するような大学教育ではなじまない、非

常に速度が速く、局所的（現場的）な解を必要とする

先端領域では、同じ領域に取り組む人々がネットワー

ク上で互いに教えあうコミュニティの教育・学習効果

が注目されている。メンバーは実務担当者中心で、学

生と一部研究者が加わる、といった場合が多いと見ら

れる。成功している（盛んな）コミュニティでは、単

なる情報交換ではなくて、情報を方向付けて（差配し

て）ゆく役割をする特定参加者の能力によるところが

大きいと考えられる。彼らは新しいタイプの教育者で

ある。

７ 例えば早稲田大学人間科学部ｅスクール（ブロードバ

ンドを利用したオン・デマンド授業）では、開設２年

で約300人が学ぶ。(2005年度、応募者290名、二次

試験合格者187名）

８ 米国の衣料メーカーであるNike社が近年掲げている

経営理念のメッセージ、“One size does not fit all”

にそれがあらわされている。同社は生産の全てを海外

企業に委託し、経済状況に合わせてその委託先をグ

ローバルに変更する、その速度がもたらす経済効率に

よって業績を伸ばしてきた企業である。この仮想企業

手法が結果的に委託先企業の属する社会に失業などの

社会的混乱を引き起こすとして、NGOによる企業行

動批判の槍玉とされてきた。その経験から学ばれた経

営構造改革が、このメッセージに表現されていて、多

様なステークホルダーごとに異なるやり方で多元的に

対応するという、多元的戦略が経営方針として示され

ている。“Nike plays team sports with stakeholders
 

around the world”

http://www.nike.com/nikebiz/nikebiz.jhtml?page=

55&item=methods

９ 協調支援としては、当該部署の担当内容として、次の

ことがあげられるだろう。

1）各部門（学部・学科、事務部、専門センター等）の

広報部署・機能に対して、“公共public”の視点を

指標とする支援（情報提供、アドバイス、機会プ

ロデュースなど）を行い、広報マテリアルの二次

使用や他の部門の広報活動との組み合わせなどに

よるシナジーを促進する。

2）総括的観点からの評価を行う。

理念・方針の策定と調整についての支援：

・公共的観点の構築

・公共的観点を取り入れる実現枠組み

・社会的責任を遂行する実現システム

情報システム構築：

・組織内の情報共有と広報プロセス

・個別メディアの評価と補完関係分析

・統合的メディア戦略

・新しい広報メディアの開発

10 ネット上に公開されているオンライン講義を教室の中

に取り込むことによって、学生がその講義内容を学ん

で自身の学的課題に対して綜合化するように教授する

教員の役割について、筆者は“メンター技術”と名づ

け論じた。「学習社会の実現とネットワーク構造 -

ネットワーク社会における対話型古典学習プログラム

の応用-」2002年11月、日本レジャー・リクリエー

ション学会「レジャー・リクリエーション研究」発表

論文

11 具体的には、ステークホルダー（学生、父兄、受験

生、卒業生、競合大学、資格修得校、メディア、教
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員、事務組織、理事会、関係企業、地域社会等々）ご

とに、参加・取引・評価の仕組みと関係活性化のシステ

ムを作り上げることである。例を挙げれば、学生との

相互関係システムとしては、授業参加の形式にイン

ターネットを利用したコミュニケーション・ボードの

システムを取り入れて、意見・感想やレポートなどを

オープンにし、この参加・公開形式にさらに評価の基

準を相互的に組み入れるやり方が、実現技術と運用コ

ストの面でも現実的なものである。

12 ロバート・K.マートンMertonは、科学者が従う道徳

規範をCUDOS（Communality共有性、Universal-

ity普遍性、Disinterestedness無私利性、Organized
 

Skepticism組織的懐疑主義）としてまとめている。

後にジョン・ザイマンZimanは、Ｏの位置にOrigi-

nality独創性を加えた。またザイマンは、現在の科学

者は、CUDOSに代わってPLACEを規範とするよう

になっていると論じている（Proprietary所有的、

Local局所的、Authoritarian権威主義的、Commis-

sioned請負的、Expert work専門的）。『社会理論と

社会構造』、ロバート・K.マートン、森東吾 他訳、み

すず書房、1961。『縛られたプロメテウス―動的定常

状態における科学』、ジョン・ザイマン、村上陽一郎

他訳、シュプリンガー・フェアラーク東京、1995。

13 インターネットの優位性を最も良く活用する方法につ

いて、MIT の委員会メンバーが討論した結果、知的

コンテンツの販売ビジネスよりも、世界的なレベルで

の教育に確信をもたらすことが選ばれたという。メン

バーの一人であるスティーブン・ラーマン教授（Steve
 

Lerman）は次のように語っている。“Selling content
 

for profit,or trying in some ways to commercialize
 

one of the core intellectual activities of the univer-

sity,seemed less attractive to people at a deep level
 

than finding ways to disseminate it as broadly as
 

possible.”The New York Times, April 4, 2001,

Auditing Classes at M.I.T.,on the Web and Free.

14 詳しくは、「学習社会の実現とネットワーク構造」

（「レジャー・リクリエーション研究」、日本レジャー・

レクリエーション学会、2002年11月）に論じた。

15 セールがいうところの奴隷（ペダゴーグ）の役割であ

る。(注２を参照）

16 インターネットの検索ビジネスで知られるGoogle

は、米国の図書館が所有する書籍のうち絶版になった

ものをスキャンしてデータベース化し、言葉で内容検

索できるプロジェクトを推進している。すでにベータ

版（開発途上版）が使用可能である（2005／11／03

よりサービス開始。出版権を保留しているかたちに

なっている出版社側からの訴訟などの動きもある）。

対抗するMicrosoft社は、大英図書館と提携し、2006

年中に大英図書館の蔵書のうち著作権が消滅した10

万冊、2,500万ページをスキャンしてデジタル化し、

インターネットで検索できるようにすると発表した。

（2005／11／05）

17 2005年10月11日のアップル社の第４四半期の決算

発表によると、同期（３ヶ月間）の売上は36億8000

万ドルで利益は４億3000万ドル。それを支えるのが

世界的に販売好調の iPodであるが、同期の販売台数

では、同社のパソコンMacの124万台に対し、iPod

が 645万台、特に新機種 iPod nanoの販売台数は発表

から17日間で100万台を超えたとされている。さら

に注目すべきは、オンラインでの楽曲販売ならびに

iPodアクセサリ類の売上が２億6500万ドルに達し、

継続的に増加していることである。iTunes Music
 

Storeの楽曲販売数は、2005年７月17日に累計５億

曲の販売を記録した。これは、１億曲販売を達成した

2004年７月12日からわずか１後のことである。国内

でも、2005年11月16日発表によれば、携帯オー

ディオ市場で販売台数シェア約６割、販売金額シェア

では７割強と寡占状態である。また、８月４日より開

始された国内向けのオンライン楽曲販売数は、開始後

４日間で100万曲を突破している。

18 1979年７月に誕生したSonyウォークマン第１号機

は、それまで家庭のステレオ装置で聴くというスタイ

ルに革新を与えた。しかしその後のウォークマンの改

良は、CD、MD、ネットワーク（MP3）という楽曲

記録フォーマットの変化に技術的・追従的に応じて行

くだけで、スタイルの進化・革新を引き起こすことは

なかった。近年のSony社自体の業績不振を受けて、

この開発姿勢の構造的課題を問い直すことが経営課題

として論じられている。
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