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1.序論 

 

 近年，情報通信技術（ICT）革新やグローバル

化等の環境変化に伴い，従来の科学的知見を統合

化・総合化するとともに価値重視化を目指す新し

い研究が展開されている（e.g. 片方 2003，岡部

2009，符 2015a，符・符 2015）。企業の経営戦略

においても統合の流れに合致する方向での研究が

より重要性を増すと考えられる。そこで，筆者が

グローバルな視点とローカルな智を統合した経営

戦略の構造モデルを提案した（符 2016a）。この構

造モデルに関する考察が本稿の目的である。 

岡谷(2015)が指摘しているように，一見単純化

した「モデル(1)」も実は背景に深い理論をもって

いることも見逃してはならない。特に，現代社会

または情報社会で生じつつある様々な問題を的確

に認識しその解決を図ることに重点を置いた問題

発見・解決型の研究が強まってきている現在では， 
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こうしてあるモデルを構築することは有効である

と思われる。 

これまでに，筆者が「インターネット・マネジ

メント」(2)という混合型システムに対して情報文

化学的な手法を適用することにより，そこに内在

している情報文化空間を考察してきた（符2015b）。

その際，混合型システムにおける情報と文化の周

辺，すなわち情報文化的外界が複雑であるため，

情報文化的手法に加えて社会文化的なアプローチ

を試みて考察した。つまり，情報文化と社会文化

との間に何らかのつながりがあるように見受けら

れることをふまえて混合型システムの構造の考察

を試みることにより，１つの構造モデル（三角形

モデル）が得られた（符 2015b:p.34 図 7）。一方

では，国際情報の研究領域とそのアプローチから，

「情報・文化・社会」を頂点とする三角形のモデ

ルが導かれている（符・符 2015:p.152 図 2）。 

これらの三角形モデルを複合的に考察し，中核

的な構成要素を抽出し，モデル間の相互関係を確

認する必要がある（符 2016b）。それができると，

別の相互関係や新たな課題を発見する手掛かりを

得ると考えられる。モデル構築の目的の１つはそ
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こにあることが言を俟たないが，本稿ではモデル

間の相互関係を確認しながら社会志向型企業の経

営戦略の構造モデルに関する考察を行う。 

そのために，混合型システムの構造モデル（3）

と国際情報学における３つの側面（「情報・文化・

社会」を頂点とする三角形のモデル）を考える。

そうすると，それぞれの中核的な構成要素からな

る三角形モデルは同じ「文化－情報」を底辺にも

つという相互関係があることが考察される。すな

わち，これらの構造モデルは「文化－情報」を底

辺にもつ三角形モデルと対応している。この「文

化－情報」はもともと「理念系」にあたるもので

あることから，同じ経営理念の下でも異なる志向

の経営戦略の構造モデルを構築することができる

ことが考察される。また，メディア論的な視点か

ら構造モデルの構成要素の意味づけを試みたこと

をあわせて紹介する。ただし，以下の考察におい

ては「 」を省略している。 

 

2.混合型システムと構造モデル 

 

2.1 混合型システム 

基本的な考え方および主要概念などを理解する

助けとして拙文（符 2015b）より以下のことを引

用する。まず，図 1に示されたのが「インターネ

ット・マネジメント」という混合型システム(4)で

ある。インターネット・マネジメントであるゆえ

に，それを 1つの混合型システムとして捉えるこ

とができ，本稿では「インターネット・マネジメ

ントの混合型システム」あるいは単に「混合型シ

ステム」と呼ぶことにする。 

図 1の中間をみると，上段に情報，中段に商品・

サービス，下段に文化という具合に，「情報－商

品・サービス－文化」は，串刺しているようにみ

えるが，全て繋がっている。このことから，商品・

サービスは「情報文化」と「（インターネット・

マネジメントの）混合型システム」の接点である

と捉えることができる（符 2015b:p.32）。この混

合型システムに対して情報文化空間の枠組みを用

いた意義は複雑な企業活動であるマネジメントと

インターネットを有機的に統合した混合型システ

ムの構造を視覚的に把握できる点である。 

 

図 1．混合型システム 

（出典）符 2015b:p.31 図 5. 

 

2.2 情報文化と構造化 

つぎに，情報文化を「理念系，施設系，人間系」

（片方・今井 1999:pp.80-82）という 3つの系で

とらえることができるように，混合型システム（図

1）も 3つの系によって考察可能と考えられる（表

1）。 

 

表 1．3つの系 

情報文化 混合型システム 

施設系 商品・サービス 

人間系 企業・顧客 

理念系 情報・共有・文化 

（出典）符 2015b:p.30 表 1. 

 

表 2．混合型システムの情報文化的構造 

情報文

化 

第 1 軸 第 2 軸 第 3 軸 混 合 型 シ

ステム 

施設系 メディ

ア 

対話 同期 商品・サー

ビス 

人間系 音声 映像 文字 企業・顧客

理念系 伝承 連携 記号 情 報 ・ 共

有・文化 

（出典）符 2015b:p.31 表 2. 

 

マクロ的考察（表 1）についてさらに構造的な
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捉え方で考えればそのミクロ的考察ができる。片

方善治が提案している「情報文化の構造」（片方・

今井 1999:p.83）と対応させると，混合型システ

ム(図 1)の構造が得られる（表 2）。 

さらに「情報文化の構造における主要特性」（片

方・今井 1999:p.83）を考慮しながら混合型シス

テムの情報文化的構造を簡略化すると，表 3に示

すような混合型システムの進化構造が得られる。 

 

表 3．混合型システムの情報文化的進化構造 

情報文化 混合型システム 

施設系 
メディア 

商品・サービス 

人間系 
音声 映像 文字 

企業・顧客 

理念系 
伝承 連携 記号 

混合型システムの情報・共有・文化

（出典）符 2015b:p.31 表 4. 

 

図 2．インターネット・マネジメントという 

混合型システムの構造モデル 

（出典）符 2015b:p.34 図 7. 

 

2.3 混合型システムの理念系 

片方善治・今井賢（1999:p.82）が「情報文化

を構造化し，全体に目を配ると情報文化の概念を

明らかにする方向が見えてくる」と述べている。

しかし，表3に示した「混合型システムの理念系」

に関してはまだ不明瞭なところが残るのも事実で

あろう。そこで，情報文化と社会文化との間に何

らかのつながりがあるように見受けられることを

ふまえて，社会文化的なアプローチとして知られ

ている活動理論(5)を応用し，図 2に示すような混

合型システムの構造モデルを提案した。ただ，こ

の混合型システムの構造モデルは，位置づけを示

すものである。これは「混合型システムの情報文

化的進化構造」（表 3）を進化させて構造化したも

のであると捉えられる。 

 

3.国際学と情報学の融合と３つの側面：情

報・文化・社会 

 

3.1 研究領域とそのアプローチ 

インターネットとマネジメントという２つの異

質システムを統合して得られた混合型システムと

同様に，国際学と情報学の融合による国際情報学

を考案することが可能だろう(6)。国際情報の研究

領域とそのアプローチについては，例えば折笠和

文が７つ取りあげている（折笠2003: pp.47-48）。

これらは次のように要略できるものであろう。①

情報化と世界観の形成，②国際環境と情報インフ

ラ，③国際化と多国籍企業活動，④異文化コミュ

ニケーション（コミュニケーション＝情報と捉え

る），⑤比較文化と経営，⑥情報ネットワークと

国際社会，⑦国際政治・国際関係と国家安全保障。

さらに，①～⑦は，（1）情報（①～③），（2）文

化（④～⑤），（3）社会（⑥～⑦），というふうに

集約できよう。つまり，国際情報あるいは国際情

報学は（1）情報，（2）文化，（3）社会，といっ

た３つの側面からアプローチできることを示唆し

ている（図 3参照）。 

 

図 3．国際情報学における３つの側面 

（情報・文化・社会） 

（出典）符他 2015:p.152 図 2 等より筆者作成. 
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図3に示したように，文化は情報の所相として，

交流（コミュニケーション）は情報の能相として

相互に関わる。文化とは現象であり，その実体は

情報である。交流（コミュニケーション）は，現

象と実体，すなわち文化と情報の間を取り持って，

両者の関係を機能化させる行為である。文化が社

会構造を維持し再生産するような行動を不断に生

みだすように編成されているとき，両者の間には

図 3のような相互関係が成立し，社会構造の再生

産が保障されることになる。インターネットと媒

体（メディア）の関係性によって形成される「情

報社会」を「間メディア」とよぶ場合がある。メ

ディアについては後述する。 

(a)混合型システムの三角形モデル 

(b)国際情報学の三角形モデル 

図 4．各三角形モデルの中核的な構成要素 

（出典）筆者作成 

 

3.2 三角形モデルの中核的な要素 

ここで，図 2と図 3の「三角形モデル(7)」に注

目し，それぞれの構造モデルの中核的な構成要素

を抽出すると，図 4が得られる。図 4に注目すべ

き１つのポイントがある。それは，中核的な構成

要素からなる三角形モデルは同じ「文化－情報」

を底辺にもつという相互関係があること。つまり，

「文化－情報」の間に２つの回路があり，それぞ

れは「共有」と「交流（コミュニケーション）」

を中核として持続的な相互関係が説明される。ま

た，英語のコミュニケーション（communication）

という語は，語源的にはラテン語の「共有された」

「伝えられた」という意味を表わす「communicatio」

や「communicatus」からきている（符2015b:p.32）。

交流（コミュニケーション）という言葉は，具体

的・抽象的な「モノの移動・伝達」に関係する過

程と手段を通しての，複数の人間主体相互間にお

ける「モノの共有現象」を指しているものと理解

することができる。 

 

4.社会志向型企業の 

経営戦略の構造モデル 

 

4.1 システムとしての経営戦略の構造モデル 

技術的なことよりも情報やデータの利活用に対

する社会のコンセンサスが重要なポイントになっ

てきている。そして，社会を中心においた考え方

が最も時代の流れに沿ったものであろう。この方

向にそって捉えているのが図5である（符2016a）。 

図 5 に示された構造モデルは，社会を中心に，

企業と顧客を主軸におき，関連の要素とその属性

（情報，文化，メディア，再生産，価値観，差別

化，共同体，イノベーション）を有機的にかつバ

ランスよく組み合わせたもので，システムとして

は非常に対称性のよいものである。これは図 1の

構造モデルを応用したものと捉えられる。 

 

図 5．グローバル社会志向型企業の 

経営戦略の構造モデル 

 （出典）符 2016a:p.120 図 5. 
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4.2 情報と文化の交流・共有 

図 5からもわかるように，企業活動の本質は人

（含む顧客）のため，社会のために役立つこと，

いわゆる社会貢献である。そして，グローバル時

代の企業として求心力をつけていくために「コア

コンピタンス（他社に真似の出来ない自社の中核

的能力）」を共有することが必須であろう。それ

に，企業が依って立つべき基盤のコンセプトを多

様な価値観を持つ人たちにいかに伝播するか，そ

のための発信力が強めていくかなども，コミュニ

ケーションの重要な要素として考えられる。いう

までもなく，コミュニケーションあるいは交流は

単に一定のツールを用いたメッセージ伝達ではな

く情報や文化などと密接不可分な関係をもつ相互

作用である（図 4）。また，「情報」と「文化」の

いずれも3つのレベルでコミュニケーションが行

われる(符 2015ｂ:pp.32-33)。つまり，情報と文

化におけるコミュニケーションは共通性と類似性

があるように示唆されている。 

効果的なコミュニケーションは有意義なコラボ

レーションの前兆にすぎないが，コラボレーショ

ンこそがイノベーション創出につながる。それ故

に，イノベーション志向(8)の強い企業文化は，競

争優位として他社に容易に真似のできない強みと

なり得る（符 2015ａ:p.83）。このことは社会のた

め，人のためになることに気づき，実践に向けて

行動を起こし，会社全体を動かす原動力になる。

しかし，企業は求められている差別化した技術を

もって，顧客や市場のニーズを満たし，多様な価

値観をもつ顧客を満足させるには，技術の種類や

特質により情報の利活用の仕組みを考える必要が

あろう。こういったことや相互関係は構造モデル

（図 5）によって示唆される。以下ではもうすこ

し異なる観点から考察するとともに，モデルの相

互関係について考察する。 

 

5.異なるタイプの志向型経営戦略の 

相互関係 

 

5.1 システム・モデルと三角形モデルの対応 

既にわかったように，図１の構造モデルに対応

する三角形モデルは図 4(a)である。対して，本稿

で取り上げている経営戦略の構造モデル（図 5）

に対応する三角形モデルは図 4(b)である。これを

社会志向型と呼ぶことにしているが，今のことは

その所以である（社会という要素が三角形モデル

の頂点にある）。 

このように，システム・モデルと三角形モデル

との対応ができることは重要である。 

 

5.2 発想の違いで異なるタイプの戦略が可能 

図１に示されているユニークな構造モデルは，

マーケティングの中核であり根幹でもある市場志

向（主に製品・サービス）と顧客志向（顧客創造）

といった考え方に基づく経営戦略を同時に構築す

ることができると考える。例えば，企業の差別化

と顧客の価値にフォーカスして戦略を考える場合，

企業の差別化においては経営戦略とマーケティン

グ戦略がつながるため，差別化は両者の１つの接

点となる。ここでの差別化戦略とは，顧客により

良い価値を提供することであり，よりよく顧客の

ニーズを満たすことでもある。むろん，より優れ

た価値を提供する商品・サービスが選ばれるので，

「どのような価値を提供するのか」「価値を提供

することがどのようなことか」がポイントとなる。

この辺で，いわば顧客の価値といった観点からみ

れば，経営戦略とマーケティング戦略の垣根がな

くなり一体となる。このような相互関係は，経営

戦略とマーケティング戦略の間にあることが，「イ

ンターネット・マネジメントの機能的構造モデル」

（符 2015a:p.84 図 4）あるいは単に「インターネ

ット・マネジメント」と呼ぶシステム・モデル（図

1）に内含・内包されている。 

図 4でいえば，(a)と(b)の上の頂点，すなわち

構成要素（(a)：商品・サービス，(b)：社会）の

違いにより，異なる 2タイプの構造モデル（図 1

と図 5）を構築することができるといえよう。 

また，前述のように，図 4の(a)と(b)の三角形

の底辺（文化－情報）というのが，図 2の理念系

にあたり，それは企業の経営理念であると解釈で
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きる。つまり，同じ経営理念の下でも異なる志向

の経営戦略とその構造モデルが可能であることが

わかる。 

2 で記述したように，構造モデル(図１)から，

エンゲストロームの活動理論（9）により（構造化

して得られた構造モデルに）対応する三角形モデ

ルを提案した。これと，逆に三角形モデルから考

えられる構造モデルを構築することが違うが，ど

ちらも可能である。また，図 4 に示したように，

両者（図 4の(a)と(b)）の間に共通なモノは文化

と情報であるといえる。 

 

6.メディア論的な視点からの考察と 

意味づけ 

 

6.1 新しい文化産業 

石田英敬(2016)によれば，20 世紀の資本主義の

構成要素として，テイラー・システム，フォーデ

ィズム，文化産業，マーケティングの 4要素を取

り上げられる。そして，20 世紀のアメリカ資本主

義の発達を「欲望の経済（リビドー経済）」の側

から支えたのは，映画やレコードのアナログ・メ

ディア革命が可能にした意識の産業的な生産であ

った。それが「文化産業」(10)の問題である。これ

は形式が違っても本質的に情報の世紀と言われる

21 世紀においても同様であるように思われる。こ

のことが実は図 5にも反映されている。キーワー

ドは欲望と意識である。 

ここでいっている欲望は，共同体におけるコミ

ュニケーションによってもたらされるものである

（符 2015a:p.84 図 4 参照）。一方，意識は時間の

関数(11)で，市場を決定する力を持っているゆえに，

意識の市場はメタ市場で商品が実際に売買される

市場よりも上位に位置している。インターネット

になるとこの経済のロジックはさらに階段をあげ

ることになる(12)。また，意識が心の中の隠された

市場を構成する（石田 2016：p.111）。そして，人

間の意識内にかたちづくられる欲望が商品・行動

の選択を動機付ける。 

言い換えれば，21 世紀の新しい文化産業は，文

化（ルールや規則なども含む）に関する十分な理

解の下で共同体（コミュニティ）におけるコミュ

ニケーションによってもたらされる欲望を満たす，

意識の産業的な再生産である。これを可能にした

のがメディア革命，とりわけデジタル・メディア

革命である(13)。 

 

6.2 テクノロジーとコミュニケーションの関係 

マクルーハンは，まだテレビが新しいテクノロ

ジーだった時代に来るべきネット社会の到来を予

言していた（小林 2013)。マクルーハンは，「メデ

ィア」と「人間と身体の拡張」，そして「テクノ

ロジー（技術）」を同等に結びつけているのがユ

ニークなところである。これに関連して，松下が

「メディアはもともとテクノロジーであり，そし

てメディアは文化へと変容していく」と述べてい

る（加藤・松下 2007:p.118 図 1）。マクルーハン

はメディアを「テクノロジー（技術）」全般を指

す言葉として使っているといっても過言ではない。

「いかなる技術も徐々に完全に新しい人間環境を

生み出すものである」(14)という言葉も残されてい

る。コミュニケーション技術であるメディアが社

会の構造に与える変化，それこそがマクルーハン

の名言である「メディアはメッセージである」と

考えられる(15)。そして，新しいメディアによって，

新しい人間のつながりやコミュニケーションスタ

イル，情報伝達のスピードの変化などが生まれる。 

また，マクルーハンは「新しいテクノロジーが

古い社会に導入されると，その社会はそれ自身が

もっていた古いテクノロジーを理想化する傾向が

ある」と指摘している（McLuhan & Carpenter 1960: 

pp.132-134)。言い換えれば，古いテクノロジー

に慣れきった社会に，新しいテクノロジーが押し

寄せるとあらゆる種類の「不安」がわれわれを襲

うことになると考える(16)。現代が「不安の時代」

である原因は大部分，今日の仕事を昨日の道具－

昨日の概念－でこなそうとしているためである

（McLuhan & Fiore 1967）。技術と文化が大きく

移り変わる時代には数えきれない混乱と深い絶望

がつねに生じるものである。しかし「社会をいつ
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も形作ってきたのはコミュニケーションの内容に

もまして，コミュニケーションの手段としてのメ

ディアの性質であった」（McLuhan & Fiore 1967）。 

さらに，石田(2016：p.82)が意識(17)および意味

現象の要素を記号と定義したうえ，記号に関する

「三つのテーゼ」(18)と「伴立テーゼ」を提案して

いる。第１デーゼ：記号はテクノロジーの文字に

よって書かれている。伴立テーゼ：メディアはテ

クノロジーの文字の問題である。この伴立テーゼ

だが，メディアという「技術的無意識」の問題が

クローズアップされて，人々がメディアの問題が

わかりにくいと感じるのは，そこに文明の「無意

識」(19)の問題を前にすると，私たちは不安になる

（石田 2016：p.83）。ここでいう技術的無意識と

は，「機械のテクノロジーの文字と人間の認知と

のギャップ」である。また，「メディアの役割」

(20)とは，人間の知覚の閾値より下で文字を書くこ

とによって人間の意識を新たに生み出すことであ

る。これを技術的無意識と呼ぶ。そして，コミュ

ニケーションは技術的無意識によって成り立って

いる（石田 2016:p.75）。石田においては，人間文

明の基礎をなすのは「技術・記号・社会」という

三次元である（石田 2016:p.44）（21）。 

一方，記号と情報とが表裏の関係にある。人間

の記号活動を「記号過程」と呼ぶが，人間の記号

生活はつねにすでに，機械の「情報処理」との境

界で営まれるようになってきた（石田2016:p.129）。

こうしていくつかの観察の結果として，「記号過

程」と「情報処理」がセットになることがわかる。

例えば，人間は言葉を話しているが，スマートフ

ォンはそれを0と1の記号に書き換えて送信する。

そして，その 0と 1の記号が映像や音声などと結

び付く。我々がいつも使っているインターフェー

スのこちら側（記号学）では人間が話し，向こう

側（情報学）ではコンピュータが情報を処理して

いる。いまや，記号（学）と情報（学）は常にセ

ット(22)になっている（石田2016:図6-2を参照)。 

 マクルーハンにおいては，「メディアは玩具で

はなく，芸術形式である」（McLuhan & Carpenter 

1960:p.98)，「あらゆるメディアは人間のなんら

かの心的ないし身体的な能力の拡張である

（McLuhan & Fiore 1967）」。また，石田が「メデ

ィアは心の装置」（石田 2016:p.36）としたうえ，

前述のように「メディアの役割とは人間の知覚の

閾値より下で文字を書くことによって人間の意識

を新たに生み出すこと」と述べている。後者のこ

とをまた技術的無意識とも呼んでいる。つまり，

「意識は作られる」。このように，意識はメディ

アにより技術的無意識と結び付くことになると考

えられる。 

同時に，私たちの情報端末において，その「無

意識」の部分は「テクノロジー」を通して人々や

世界の「情報」の流れと結び付いている（石田2016: 

p.25）。一方，人間の「意識」は現在をベースに

して成り立っているが，情報端末からいろいろな

「情報」（記号とセットになっている）がどんど

ん私たちの「意識」に入力される。 

これらのことをうまく図5に取り入れて反映さ

せると図 6が得られる。図中の破線の円弧（4つ）

はそれである。意味づけとして関連の構成要素の

つながりを位置づけた。この図 6を改めて「社会

志向型企業の経営戦略の構造モデル」と呼ぶこと

にする。 

図 6．社会志向型企業の経営戦略の構造モデル 

（出典）筆者作成 

 

7.結論 

  

不可逆なグローバル化など環境変化に伴ってパ

ラタイムが確実にシフトしていくなかで提案され
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た経営戦略の構造モデル（図 5）に対して，比較

した 2つの構造モデル（図 2と図 3）の相違点と

関係性について考察してきた。そして，構造モデ

ルに相互関係のある三角形モデルがそれぞれ対応

していることが明らかになった（図 4）。これは，

同じ経営理念の下でも異なる志向の経営戦略と対

応する構造モデルの構築が可能であることを示唆

している。つまり，同じ経営理念の下で市場志向

や社会志向といった考え方に基づく経営戦略の構

造モデルが構築できると考えられる。特に，シス

テムとしての経営戦略の構造モデルと三角形モデ

ルが対応していることは重要である。ここで社会

志向の経営戦略の構造モデルを「社会志向型企業

の経営戦略の構造モデル」と呼びたい（図 6）。 

メディア論的な視点からの考察では，情報と記

号，意識と無意識などの関係が明らかになった。

そして，無意識の部分はテクノロジーを通して人々

や世界の情報の流れと結び付いていることと，情

報端末からいろいろな情報がどんどん人々の意識

に入力されることが考察できた。これらのことを

構造モデルに反映させることを試みて考察した（図

6，破線の円弧）。これらは外から中（社会）へ流

れているように示唆されている。ただ，このモデ

ル（図 6）は一つの試論に過ぎず，一層の精緻化

が欠かせない。また，本稿の理論的な枠組みの妥

当性や有用性を確認していく一層の研究も求めら

れよう。これらのことも含めてさらなる考察と検

証を重ねていくが，この論文はその一端を示した

考察であることを諒解して頂きたい。 

最後に，匿名レフェリーの方々から有益なコメ

ントを頂いたことに感謝したい。 

 

 注 

 
（1）モデルとは，考察の対象間になんらかの相似，類

比，同型などの関係が見いだされる簡単な具体的

な図形を設定し，これを解析することを通じ，直

接把握し難い現象の解明に資することである。 

（2）インターネットマネジメントという表現は「イン

ターネットという通信手段を管理する」という意

味に使われるのが一般的であるが，ここではイン

ターネットとマネジメントの間にクロポチを入れ

て「インターネット・マネジメント」とし，「イ

ンターネットを活用する企業経営＝business 

management」，要するに Advantage of using 

internet for business management という意味に

用いている。 

（3）システムとモデルの相違については例えば，加護

野・井上(2004:p.48)を参照。 

（4） 図の左側は「インターネット」で「データベー

ス」と「コミュニケーション」がその基本機能で

ある。対して，その右側は「マネジメント」で「マ

ーケティング」と「イノベーション」がその基本

機能である。これらの中心に「商品・サービス」

があり，これに直接関わるのが「企業」と「顧客」

である。その「良さ（価値）」が多種な情報から

わかり，その「つながり（CRM）」が多様な文化に

より維持可能と考えられる（符 2015b:p.31）。 

（5）活動理論は，一般に第 1世代，第 2世代，第 3世

代と分けられている（Engeström1987:pp.79-80）。

第 2世代は，主体が個人から集合的になると，集

団内の対話（コミュニケーション）をもたらす共

同体（コミュニティ）の機能が他の道具とは異な

る役割を果たすことに注目し，共同体を他の道具

と区別する。また，人間活動は常に分業とルール

によって支配される共同体の内部で生じるのであ

る（Engeström1987:p.168）。エンゲストロームは，

「行為」と「活動」を区別し，前者は個人によっ

てなされ，後者は集団によってなされる人間の行

動であると定義した。活動理論とは，「人間の協

働的・社会的な実践活動のシステムを分析対象に

して，その新たなデザインを実践現場で生み出そ

うというもの」である。この分析単位となってい

るのが「活動システム」である。活動システムの

基本となるのは，「主体」と「対象」と「共同体」

の互いの関係である。この基本関係を軸にして全

部で6つの構成要因によって成り立っている。尚，

エンゲストロームの本の英語版は次のURLにアク

セスすれば Web 上で読むことができる。

http://lchc.ucsd.edu/mca/Paper/Engestrom/exp
anding/toc.htm。 

（6）国際学と情報学の融合により，情報学と国際学の

どちらか他方への接近が可能であるゆえに，ある

程度国際学の複雑さが回避できるだろう。なぜな

らば，情報学の立場から国際学へ接近していく方

が，その反対の場合よりも取組は容易であろうか

ら，そういう意味で国際学それ自体の複雑性を回

避しえることになる（符・符 2015:p.151）。そう

いったメリットがある。 

（7）三角形モデルと四領域モデルについて私見を述べ

ると次の通り。１つのサイクルまたは１つの対象

を考える場合は，四領域モデルを取り上げるのが

一般的であろう。例えば，①経営学で「知識創造

理論」として知られている野中の「SECI モデル」

（遠山ほか 2015:p.255，加藤・松下 2007:p.59），

②用語学で知られているヴュスターの「四領域用

語モデル」（岡谷 2005），③「メディアの四法則」

（注(19)参照）など。PDCA（Plan-Do-Check-Act）

サイクルもそうである。対して，いくつかの要因・

要素の相互関係を考える場合は，その基本的また

は中核的な要因・要素を３つ選び，三角形モデル

を取り上げるのが一般的ではないかと思われる。

例えば，①現代マーケティングの父とも呼ばれる
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コトラーのサービス産業における「企業・顧客・

従業員」三角形モデル（宮崎 2007:p.139），②パ

ットナムのソーシャルキャピタル－信頼・規範・

ネットワーク（稲葉 2014 を参照），③人間の活動

システムの構造（Engeström1987:p.79,符 2015b: 

p.34）など。 

（8）日本人に「４つの特長」（知的好奇心，識字率，

外国文化受け入れへの柔軟史性，模倣能力）があ

り，それは明治以降現代に至るまで日本人のメデ

ィア受容について一貫して妥当する特性であり，

結果的に現在，日本では世界でも最先端の情報環

境を作り出された。と同時に，いつまでも海外の

イノベーターの追随者の地位に甘んじ，技術面で

トップに立っても，そこから先の方向性を見失っ

てしまう日本人の原型を形づくった（橋元2011:p. 

6)。 

（9）活動理論については，注(5)を参照。 

（10）文化産業とは，映画やレコードやラジオやテレ

ビなどを意識産業としてとらえた概念である。そ

して，新しい文化産業はインターネットなどを含

めたものとする。文化産業論については，松本（2016）

の第 2章の「2 スティグレールの文化産業論とク

レーリーによる批判」を参照。 

（11）意識が時間の関数であるとは時間に比例して意

識が成立するという意味である。「意識の流れと

時間対象」については，松本（2016）の第 2章を

参照。 

（12）インターネットの時代において，情報が氾濫す

れば，情報の価値を生み出している何かが希少に

なる。その希少資源とは，情報の受け手の注意力，

意識，時間である。人間は一日二四時間しか持つ

ことができないが，メディアはその時間にたいし

て働きかけると当然ながら注意力の奪い合いにな

る。特に，デジタル・メディアのコミュニケーシ

ョンが大きく発達したことにより，人間の注意力

をめぐる競争が爆発的に激化している。かの有名

なノーベル賞受賞者であるハーバート・サイモン

は「情報技術の発展につれて価値があるのは情報

ではなく集中力」と言っている。このような観点

から生まれたのが「注意力経済」である。そして，

最初に「注意力経済」という言葉を使ったのは心

理学者 Thorngate（1990）のようである。 

(13）メディア革命については，例えば，石田（2016）

の第 4章に詳しい。ほか，吉見(2004)の第 5話を

参照。 

(14) 1969 年に行われたプレイボーイ誌のインタビュ

ーにおいて，マクルーハンはこんなことを言って

いる。「古い価値観を更新する準備を怠れば怠る

ほど，新しい技術環境によってより大きな苦痛が

もたらされるでしょう。」 

(15) マクルーハンの「メディアはメッセージである」

というセンセーショナルな一言は，ベンヤミン以

来のメディア概念の水脈を要約したものである（吉

見 2004:p.7）。しかし，「現在では私たちの身の周

りのメディアで語られていることは，メッセージ

というよりもテクストであるとする考え方が優勢

である。テクストのなかにはもちろんメッセージ

という側面も含まれるが，それだけではない。テ

クストとは他者に開かれた複合体の記号である。」

（吉見 2004:p.9） 

(16) 新しいメディアによって，「コミュニケーション

の手段は増え，副次的な指導体制の仕事は機械化

され，指令を無批判に受ける人間が現れる」。こ

れはマクルーハンが引用した，ナチス・ドイツの

ニュルンベルク裁判の証言である。ここでの「新

しいメディア」とはナチスのラジオ演説のことを

指しているが，昔も今もそれがもたらす「不安」

は変わらない。結局「メディアの諸形式を知らな

いと，われわれはそれに操られてしまう」のであ

る。 

(17) 意識とは本質的に「自己」意識であり，この自己

意識のことを特異性という（ベルナール・スティ

グレール：「欲望，文化産業，個人」

http://www.diplo.jp/articles04/0406-6.html）。 

(18）すなわち，第 1テーゼ：記号はテクノロジーの文

字によって書かれている；第２テーゼ：記号とは

意味や意識を生み出す要素である；第 3 テーゼ：

私たち人間はテクノロジーの文字を読むことがで

きない。 

(19) 無意識といえば精神分析学の特権的な研究分野

であった。意識と無意識については，メディアに

関する理論（McLuhan1964）で知られるかのマク

ルーハンは，新しいメディアによる世界再編成の

なかで，「（前略）無意識は公認の文化と意識化に

先立っていた」と指摘している（McLuhan & 

Carpenter 1960: p.96）。マクルーハンはまたメ

ディア，ひいては人間の作ったあらゆる人工物が

人々の意識や文化に常に4つの影響を及ぼすとい

う＜法則＞を仮定し，それをテトラッド（tetrad）

と呼び，ユニークな分析を行っている（McLuhan & 

McLuhan 1988）。メディアの 4法則とは次の４つ

である。①拡張：ある意識を拡張させる，②衰退：

ある意識や物を廃れさせる，③回復：かつて失っ

てしまったあるものを回復させる，④反転：その

メディアの特徴が極限まで推し進められると急に

その性格を反転させてしまう。「テトラッド」と

名付けられた理論は「科学的な」メディア理論を

目指したマクルーハンが生み出したアートとサイ

エンスが奇妙に融合した理論である（小林 2013: 

p.191）。この『メディアの法則』は，マクルーハ

ンの死後，息子のエリック・マクルーハンの手に

よって出版されたものである。 

(20) メディアに対する考察は日々その重要性を増して

いる。1980 年代のニューメディア，1990 年代の

マルチメディア，そして近年のソーシャルメディ

アと続いている。私達の社会は常に新しいメディ

アに直面してきた。そして，あらゆるものがメデ

ィア化されるとともに，メディアはデジタル化さ

れる。メディアと社会の様々な接点や，メディア

の役割などについては，津田（2016）を参照。 

(21) つまり，次の３つの活動の次元である。①道具の

使用という技術の活動，②ことばやイメージによ

る記号の活動，③コミュニケーションを交わす社

会の活動。 

(22）記号（学）と情報（学）は常にセットになってい

るので，記号論を情報記号論として作り直す必要

があると，石田英敬が主張し，その著書『大人の

ためのメディア論講義』の第 4章で詳しく述べら

れている。ただ，一口に記号論やメディア論とい

ってもいろいろな論者が居て様々な議論があるこ
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とに留意する。メディアという対象に対してきわ

めて多様な視点からアプローチがなされ，さらに

かつての研究に批判が加えられつつ新たな視点が

展開されていくことがある。メディア論は現在も

形成されつつある領域であるといえる。 
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This paper deals with the structural model that was built by focusing on society and putting 
enterprise and customer in principal axis, for management strategy of society-oriented 
enterprise in global age.  

     By comparing the structural model and existing model, the mutual relations between 
core components of the models are shown. And then it elucidates that there are some mutual 
relations between the models, and finally it arrives at another conclusion that it's possible to 
build different types of structural model for management strategy under the same management 
idea.  
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theory.  
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