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Abstract 
 

Information systems have essentially the characteristics as social systems. Therefore it is useful to 

study the typology of information systems according to the feature of the social system. In this paper, 

we propose a typology of information systems referring to “Sociological Paradigms” by Burrel and 

Morgan. We set the following four types of information systems, and try to classify various concepts 

of information systems into these types. (1) Information systems for “substitution” (Type I), 

characterized by objectivity and stability. This type includes EDPS, MIS (in a narrow sense), and 

OLTPS, etc. (2) Information systems for “support” (Type II), characterized by subjectivity and 

stability. This type includes MIS, DSS, ESS, OA, and EUC, etc. (3) Information systems for 

“expansion” (Type III), characterized by objectivity and evolution. This type includes SIS, BPR, and 

ERP, etc. (4) Information systems for “emergence” (Type IV), characterized by subjectivity and 

evolution. This type includes CSCW, groupware, and knowledge management, etc. Especially, it 

seems that “information systems for emergence” become a significant issue of information systems 

in the future. 

 

１．はじめに 
コンピュータをはじめとする情報技術が一般に利用され始めて約半世紀になる1。その間

の情報技術の発展には刮目すべきものがあり，その結果，社会のいたるところで，さまざ

まな人間の営みの中に，情報技術は広く深く浸透しつつある。 

とりわけ，ここ数年間においては，インターネットの普及や高性能パソコンのコモディ

ティ化，携帯情報端末の普及などで，そのことの加速度的で革命的な展開がみられる。 

その結果，今日の情報技術は，企業，自治体，コミュニティといった社会システムと密

接かつ複雑に絡み合ったものとなっている。そして，社会システムに情報技術を適用した

概念である“情報システム”に対するアプローチにおいては，情報技術系のみを分離して

捉えるのではなく，人間系と情報技術系の創発体として捉えていくという視点が重要にな

                                                 
1 1951年のUNIVAC Iが最初の本格的な商用のコンピュータといわれている［米花（1975），
166 ページ］。 
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ってくる2。 

たとえば，今日の企業活動に目を向けると，さまざまな営みと密接に結びついたさまざ

まな情報技術利用のコンセプトが次々と生み出されている。企業間の関係に限定しても，

ＥＤＩ，ＥＣ，ＣＡＬＳ，ＱＲ，ＥＣＲ，ＳＣＭなど，きわめて多くのコンセプトが提示

され，また多くが消滅している。このようなバズワード（buzzword）あるいはジャーゴン

（jargon）とも揶揄される概念の氾濫は，一面としては，さまざまな人間の営みと情報技術

が密接に結びついていることを示している。しかし，それらに振り回されて，情報システ

ムの本質を見失う危惧も否定できない。 

それゆえ，われわれが，情報システムを体系的に理解していくためには，それぞれの個

別の情報技術利用を理解するのではなくて，情報システムを社会システムとして体系的に

理解していくことが重要である。そのために，本稿では，さまざまな情報システムの概念

を，社会システムをみる立場からどのように類型化し位置づければよいのかについて，ひ

とつの試論を展開する。 

以降の本論では，まず社会システムに対するアプローチの類型化を手がかりに，社会シ

ステムに対する情報技術の適用としての情報システムの類型を提示したうえで（第２章），

その類型にしたがって，これまでの情報システムのコンセプトの位置づけを試みる。（第３

～第７章）。 

 

２．情報システム類型の枠組み 
先に述べたように，情報システムの本質は社会システムである。したがって，その類型

化にあたっては，情報システムを社会システムとして分析する立場に立つ必要がある。 

多種多様な社会システムに対しては，さまざまな視点からのさまざまな分析が可能であ

る。それゆえに今日まで，社会システムに対するさまざまなアプローチが提案され試みら

れてきた。その中で，バーレル（G. Burrell）とモーガン（G. Morgan）は，社会科学のさ

まざまなアプローチを，以下の２つの次元にもとづいて分析している3。 

１つは，“科学の性質”にもとづくもので，その方法が主観的か客観的かで区別する「主

観－客観次元」と名付けられたものである。客観的な方法論では，「社会的世界を確固たる

外在的かつ客観的事実として扱う見解」4に立つ。他方，主観的な方法論においては，「個人

が自分自身が存在している世界をどのように創造，限定，ならびに解釈するかということ

を理解すること」5に主要な関心がおかれる。 

もう１つの次元は，“社会の性質”に関する「レギュレーション－ラディカル・チェンジ

次元」とよばれるものである。レギュレーションすなわち“秩序維持”では「社会が１つ

                                                 
2 牧野（1998a） 
3 Burrell=Morgan (1979). 
4 Ibid., 邦訳，5 ページ。 
5 Ibid., 邦訳，5 ページ。 
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の実在として維持される」6ことを理解しようとする観点に立つ。他方，それとは対照的に

ラディカル・チェンジすなわち“急激な変化”では，「急進的変動，深層的な構造的コンフ

リクト，支配の諸様式，ならびに構造的矛盾」7を理解することに関心をもつ。 

彼らは，これらの“科学観”と“社会観”という２つの次元を組み合わせることによっ

て，４種類の社会理論の“パラダイム”を規定している（図１）8。 

彼らによれば，客観的科学観と秩序維持的社会観に立つ「機能主義者パラダイム」には，

社会システム理論などの構造＝機能主義が位置づけられている。同様に，主観的科学観と

秩序維持的社会観で規定される「解釈パラダイム」には，エスノメソドロジーや現象学や

解釈学などにもとづく方法論が含まれる。また，客観的科学観とラディカル・チェンジ的

社会観に立つ「ラディカル構造主義者パラダイム」には，マルクス主義に関連する諸理論

が位置づけられている。そして，主観的科学観とラディカル・チェンジ的社会観に立つ「ラ

ディカル人間主義者パラダイム」には，批判理論などが含まれる9。彼らは，こうしたフレ

ームワークにもとづいて，さまざまな組織理論の分析を行なっている。 

 

そこで，本稿では，バーレルとモーガンの４つのパラダイムを参考に，情報システムを

類型化する枠組みを設定したい10。なぜなら，情報システムの構築は，社会システムに対し

てある観点で情報技術を適用するプロセス（あるいは，社会システムがある観点で情報技

術を利用するプロセス）であり，それゆえ情報システムは，社会システムに対する“ある

アプローチ”の結果であると考えられるからである。したがって，本稿では，“主観－客観”

次元と，“秩序維持－急激的変化”次元――本稿ではややシステム論的にいいかえて“安定

－発展”次元とよぶ，２つの次元によって情報システムをみていく。それぞれの次元につ

いて，以下にもう少し説明を加えておこう。 

まず，“客観”的視点とは，情報システム化の対象となるシステム（＝対象システム）の

外部からの視点であるのに対して，“主観”的視点とは対象システム内部の主体からの視点

である。また，“安定”とは，対象システムの目的あるいは構造を維持しようとする立場で

                                                 
6 Ibid., 邦訳，22 ページ。 
7 Ibid., 邦訳，22 ページ。 
8 Ibid., 邦訳，26－28 ページ。 
9 Ibid., 邦訳，29－43 ページ。 
10 同様のアプローチとして，ハーシュハイム（R. Hirschheim）とクライン（H. K. Klein）
は，情報システム開発（Information Systems Development）の４つのパラダイムを提示
している。彼らの提示する４つのパラダイムは，基本的にはバーレルとモーガンのものと
同じであるが，バーレルらのいう「解釈パラダイム」を「社会的相対主義」，「ラディカル
人間主義パラダイム」を「新人間主義（Neo-humanism）パラダイム」としている。彼ら
は，情報システム開発のケーススタディにもとづいて，それらのパラダイムにもとづいた，
いくつかの開発アプローチとその有効性について考察している。しかし，構造化技法のよ
うな「機能主義」的アプローチ以外は，今日に至っても未整備であるといえよう
［Hirschheim=Klein (1989)］。 
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あるのに対して，“発展”とは，対象システムの目的あるいは構造を変化させようとする立

場である。 

そして，これらの２つの次元“主観－客観”次元および“安定－発展”次元は，今日の

情報システムを考える上での重要な論点となっている。 

たとえば，情報システムが扱う“情報”は，本来きわめて個人的・主観的なものである。

情報を狭義に「主体の意思決定の核心となるもの」11と考えるのであれば，その主体のもつ

知識や，その主体がおかれた立場などによって，情報の“表現”が全く同じであっても，

違った情報として“解釈”される。 

情報システムは，企業をはじめとする組織＝“共通の目的をもった人間の集団”12のサブ

システムとして，こういった特性をもつ情報の解釈を統一し，組織において共有できるよ

うにすることを目的としている。すなわち，情報の“客観”化である。しかし，また別の

一面として，情報システムには，それぞれの主体の意思決定に必要な情報を提供すること

や，その主体的獲得を支援すること，さらには主体的な情報の発信などが求められている。

そこでは，情報本来の“主観”性が強く求められる。 

一方，情報システムは，当初は，既存の組織などの対象システムを分析的に明確にし，

その効率化を図ると同時に，その秩序を維持し“安定”させるのためのサブシステムとし

て計画・実現され運用されてきた。しかし，近年では既存の対象システムが従来できなか

った新たな活動のための情報システム，つまり対象システムのサブシステムではなく，対

象システムが“発展”するための情報システムが構築されつつある。 

これらのような “主観－客観”次元と“安定－発展”次元によって，情報システムは，

図２のように４つに類型化できる。 

まず，「代替」＝第Ⅰ類型では，情報システムは，客観的な情報観・システム観のもとで，

安定のためのシステムとして構築される。すなわち情報技術による人間系の部分的な“代

替”が行なわれる。 

「支援」＝第Ⅱ類型では，情報システムは，主観的な情報観・システム観のもとで，安

定のためのシステムとして構築される。情報技術は，人間系の各主体の意思決定のための

適切な情報の提供や収集・処理の“支援”を行なう。 

「拡張」＝第Ⅲ類型では，情報システムは，客観的な情報観・システム観のもとで，発

展のためのシステムとして構築される。そこでは，対象システムは情報技術システムを利

用して，既存の対象システムとは異なるシステムへ計画的に“拡張”される。 

そして「創発」＝第Ⅳ類型では，情報システムは，主観的な情報観・システム観のもと

で，発展のためのシステムとして構築される。そこでは，人間系の各主体は情報技術を利

用し主観的に新しいシステムを“創発”する。 

一方，この４つの類型を，情報システムの発展（変遷）という観点でみると，これまで

                                                 
11 McDonough (1963), p.76. 
12 Barnard (1938) 邦訳，85 ページ。 
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の情報システム発展論のように，おおまかには，第Ⅰ類型→第Ⅱ類型→第Ⅲ類型→第Ⅳ類

型の順に発展してきたといえるであろう。しかし，それぞれの類型の中で，情報技術の発

展や普及をはじめとしたさまざまな条件の変化に伴い，その処理の高度化や範囲の拡大が

行なわれてきたという側面もある。一例をあげれば，同じ“第Ⅰ類型＝代替”であっても，

初期のバッチ処理によるものと，今日のオンライントランザクション処理によるものでは，

その処理のレベルや範囲は大きく違っている。したがって，この４つの類型とは別の観点

として，情報システムの“範囲”とでもいうべき次元を導入すれば，図３のような枠組み

を設定することが可能となろう。また，この枠組みに，これまで提案されてきた情報シス

テムの概念のいくつかを，その主要な特徴にもとづいてプロットしておこう。 

以下，それぞれの類型にもとづいて，さまざまな情報システムの実際をレビューし，そ

の位置づけを試みる。 

 

３．第Ⅰ類型─代替 
企業活動における情報技術とりわけコンピュータ（電子式コンピュータ）の利用は，1960

年頃から始まった13。当初のコンピュータの利用は，それ以前のＰＣＳ（Punched Card 

Systems）14による経営機械化の流れをくんだものであり，大量の繰り返し処理を高速に正

確に行なうコンピュータの特性にもとづいて，人間が行なっている情報処理の一部をコン

ピュータに代替させ自動化することが行なわれた。このようなコンピュータによる情報処

理の代替・自動化による省力化・効率化を指向した情報システムはＥＤＰＳ（Electronic 

Data Processing Systems: 電子データ処理システム）とよばれている15。 

コンピュータに情報（データ）の処理を行なわせるには，プログラムという形で，その

情報処理の全容――たとえば，システムの入出力や，処理の内容，処理されるデータの形

式などをあらかじめ明確に記述しなければならない。そのため，ＥＤＰＳ化の対象となる

人間系の情報処理システムの中から，その範囲や内容が明確な，すなわち定義しやすく構

造のはっきりした（良定義・良構造問題の）サブシステムが切り出された。 

したがって，ＥＤＰＳの初期の応用としては，一部の会計処理など，そこで扱われる情

                                                 
13 わが国においては，コンピュータ商用利用の創成期の出来事として，1958 年の IBM 計
算センターの設置，1959 年の三和銀行，電源開発，塩野義製薬などの IBM 機の導入，同
年の山一証券，小野田セメントの UNIVAC 機の導入などをあげることができる［米花
（1975），163－165 ページ］。なお，米国では，1954 年の GE の工場へ UNIVAC 機の設置
が，民間企業への最初の導入であるとされている［同書，167－168 ページ］。 
14 カードの穿孔部分に電気を通し集計する装置。 
15 島田・海老沢（1989，63－64 ページ）によれば，ＥＤＰＳには個別業務ごとのＡＤＰ
（Automatic Data Processing: 自動データ処理）とＡＤＰを統合したＩＤＰ（Integrated 
Data Processing: 統合データ処理）がある。また，涌田（1989，16 ページ）によればＯＡ
（Office Automation: オフィス・オートメーション）の概念も事務の全面機械化（＝オー
トメーション）を指向したものとして，コンピュータ利用の創成期に登場している。彼は
これを，今日のＯＡと区別して，第１次ＯＡとよんでいる。 
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報やその処理が，関係者の誰にとっても明確なものや，規則や法律などで明確に規定され

ているシステムを情報技術で代替・自動化したものがあげられる。そのため，当時のコン

ピュータに対しては「ソロバン１級資格者 180 人分」といったような性能の評価がなされ

たこともある16。 

つまり，ＥＤＰＳにおいては，すでに存在する企業などの組織システムのサブシステム

のうち，組織において客観的に合意のとれた情報処理の代替が行なわれた。そのため，組

織システムは部分的にＥＤＰＳによって代替されるが，全体としての組織の目的や構造は

維持される。すなわち，ＥＤＰＳでは，“客観的”で“安定的”な観点のもとで情報システ

ムが構築されたと考えることができる。このような情報システムはまさに“第Ⅰ類型”の

特徴を備えている。 

他方，これまで曖昧に行なわれていた情報処理の標準化すなわち客観化が情報システム

化の進展によって推し進められてきた側面にも注意を払う必要がある。とくに情報システ

ムの拡大は，このことを推し進めてきた。 

コンピュータや通信ネットワークをはじめとする情報技術の発展や企業環境の変化など

によって，今日まで情報システムの規模と範囲は著しく拡大した。たとえば，初期のコン

ピュータでは「グロッシュの法則」17とよばれる規模の経済性にもとづいたコンピュータの

大型化に伴って情報システムの規模が拡大した。また，今日の通信ネットワーク技術やデ

ータベースをはじめとするデータ管理やトランザクション処理の技術の発展は，大量のト

ランザクションを発生時点で即時に処理するオンライントランザクション処理システム

（ＯＬＴＰシステム）の普及をもたらした。ＯＬＴＰシステムが対象とする範囲は，銀行

のオンラインシステムを例にとると，その端末が設置される支店や駅といったＡＴＭ設置

箇所だけではなくパソコンや携帯電話にまで及んでいる。 

つまり，“客観”的で“安定”性を指向する情報システム化は情報技術の進展によってさ

らに推し進められた。 

 

４．第Ⅱ類型─支援 
1960 年代後半になると，情報処理の代替だけではなく，組織のさまざまな立場の人々に

対する情報ニーズを充足するために情報技術を利用することが指向されはじめた。そのた

めの情報システムのコンセプトとして，まずＭＩＳ（Management Information Systems: 

経営情報システム）をあげることができる。 

ＭＩＳは 1950 年代の末から始まった米国経営者協会（American Management 

                                                 
16 名和（2000），72 ページ。 
17 IBM の技術者であるグロッシュ（H. Grosch）が示した経験則で，「コンピュータの能力
はその価格の二乗に比例する」というものである［名和（2000），71 ページ］。なお，この
法則は，初期の汎用コンピュータにおける経験則で，マイクロプロセッサ（MPU）が一般
化した今日では成立しない。 
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Association）による研究をまとめたギャラガー（J. D. Gallagher）によるものにその始ま

りをみることができる18。その後，米国ではＭＩＳに関するさまざまな研究や応用が行なわ

れた19。また，わが国においても，1967 年の訪米ＭＩＳ使節団の報告をきっかけに「ＭＩ

Ｓブーム」が沸き起こった20。 

ギャラガーはＭＩＳの最終目標について「経営管理のあらゆる階層に影響を与える経営

内のすべての活動を，それらの階層にたえず完全に知らせること」21としている。つまり，

初期のＭＩＳは，経営管理のあらゆる主体に必要な情報を有用な形態で提供するシステム

として構想された。 

しかし，初期のＭＩＳは，その目標を果たすことなく厳しい批判にさらされることとな

る。その批判にはさまざまなものがある22が，中でもエイコフ（R. L. Ackoff）による指摘23

は本質的なものとして評価できるであろう。彼はＭＩＳの設計における「誤った仮定」と

して以下の５つをあげている。 

①「管理者には，より多くの情報を与えるべきである。」 

②「管理者は自分が欲している情報を必要としている。」 

③「管理者に必要とする情報を与えれば意思決定が改善される。」 

④「より多くのコミュニケーションが，よりよい成果をもたらす。」 

⑤「管理者は情報システムがどのようにはたらくかを理解する必要はなく，ただその使

い方を理解していればよい。」 

ここでわれわれが注目すべきは，情報は主体の意思決定の前提となるものであり，それ

は，主体（＝意思決定者）によって評価されるべきものということである。また，その情

報ニーズは決して固定的ではなく，状況に応じてダイナミックに変化していくものである。

にもかかわらず，初期のＭＩＳは，こうした情報ニーズを事前に分析し，その情報を固定

的に提供するシステムを指向していた。それゆえ，初期のＭＩＳの成功例は，定型的な処

理によって蓄積されたデータから定型的なレポートを作成するシステムに限定されていた

24。今日，ＭＩＳは広義には経営に関わる情報システムの総称として用いられることが多い。

これに対して，このような定型的なレポート作成システムを「狭義のＭＩＳ」とよぶこと

がある25。この狭義のＭＩＳは，どちらかといえば第Ⅰ類型に分類すべきかもしれない。 

1970 年代になると，このＭＩＳへの批判や反省にもとづいて，ＤＳＳ（Decision Support 

                                                 
18 中島（1993, 50 ページ）によれば，ＭＩＳという言葉の初出は，1958 年のストーラー（ D. 
S. Staller）とヴァン・ホーン（L. Van Horn）の論文であるとされている。 
19 中島・浦（1995），915 ページ。 
20 竹村（1981），50 ページ。 
21 Gallagher (1961) 邦訳，2 ページ。 
22 小島（1986, 8－11 ページ）では“ＭＩＳ失敗論”が包括的にレビューされている。 
23 Ackoff (1967). 
24 島田・高原（1993）20 ページ。 
25 同上。 
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Systems: 意思決定支援システム）のコンセプトが登場した。その先駆けとして，ゴーリー

（G. A. Gorry）とスコット・モートン（M. S. Scott Morton）によるものがあげられる26。

彼らは，アンソニー（R. N. Anthony）の「経営管理の３つのカテゴリー」27と，サイモン

（H. A. Simon）の「意思決定の２つのタイプ」28の２つの概念が，情報システムを理解す

るために有益であると考えた29。 

アンソニーの３つのカテゴリー――「戦略的計画」30，「マネジメント・コントロール」31，

「オペレーショナル・コントロール」32は経営活動の目的に立脚しており，サイモンの２つ

の意思決定――「定型的意思決定」33，「非定型的意思決定」34は問題を処理する方法にもと

づいている。ゴーリーとスコット・モートンはこれら２つのコンセプトにもとづいて，図

４のような情報システムの枠組みを提示した35。 

そして，彼らは，とくにサイモンの意思決定のタイプに着目し，意思決定を「構造的」（＝

定型的），「非構造的」（＝非定型的）およびそれらの中間的なものである「半構造的」の３

つに区別している。その上で，構造的な意思決定を支援する情報システムを構造的意思決

定システム（Structured Decision Systems：ＳＤＳ）とし，これに対する半構造的・非構

造的な意思決定を支援する情報システムであるＤＳＳを提唱した36。彼らによれば，それ以

前のＭＩＳのほとんどは，構造的な意思決定を支援するＳＤＳに該当すると指摘されてい

る。 

半構造的（あるいは非構造的）な意思決定においては，そのために必要な情報やデータ

を事前に決定することができないし，真に必要な情報を得るために，それらのデータを使

ってどのような処理を行なうべきかについても事前に決定できない。また，その処理の反

復性も小さい。こうした傾向は，意思決定の非構造性が高まるにつれ，また経営管理の階

                                                 
26 Gorry=Scott Morton (1971). 
27 Anthony (1965). 
28 Simon (1977). 同書の初版は 1960 年に出版されている。 
29 Gorry=Scott Morton (1971), p.57. 
30 アンソニーによれば，「戦略的計画とは，組織の目的，これらの目的の変更，これらの目
的達成のために用いられる諸資源，およびこれらの資源の取得・使用・処分に際して準拠
すべき方針を決定するプロセス」とされる［Anthony (1965) 邦訳，21 ページ］。 
31 同じく，「マネジメント・コントロールとは，マネジャーが，組織の目的達成のために資
源を効果的かつ能率的に取得し，使用することを確保するプロセス」である［Anthony 
(1965) 邦訳，22 ページ］。 
32 同じく，「オペレーショナル・コントロールとは，特定の課業が効果的かつ能率的に遂行
されることを確保するプロセス」である［Anthony (1965) 邦訳，23 ページ］。 
33 「定型的意思決定」とは「プログラム化しうる意思決定」で，問題の構造が明確であり
反復的で定常的な意思決定である［Simon (1977) 邦訳，63 ページ］。 
34 「非定型的意思決定」とは「プログラム化しえない意思決定」で，問題の構造が不明確
であり単発的な意思決定である［Simon (1977) 邦訳，63 ページ］。 
35 Gorry=Scott Morton (1971), pp.60－61. 
36 後にスコット・モートンらは，ＤＳＳの対象範囲として半構造的な意思決定を中心に据
えている［McCosh=Scott Morton (1978) ,  p.10.  Keen=Scott Morton (1978) , p.1.］。 
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層が上層になるにつれ強くなる。 

そのため，ＤＳＳには，意思決定主体の処理を代替したり特定の処理を強要したりする

ことではなく，必要な情報を得るための試行錯誤の過程を適切に支援することが求められ

る。たとえば，スプレーグ（R. H. Sprague, Jr.）とカールソン（E. D. Carlson）は，図５

のような構成のＤＳＳを提案している37。そのシステムは，アドホックなデータ要求に応え

るための「データベース管理システム」や，適切な問題解決のためのモデルの部品（ビル

ディングブロック）を管理する「モデルベース管理システム」，そしてそれらを意思決定主

体が直接操作できる「対話生成管理システム」の３つのサブシステムから構成される。 

また，ＤＳＳのより詳細な検討から，トップ・マネジメント（＝戦略的計画の担い手）

の不確実で単発的な意思決定を支援するＥＩＳ（Executive Information Systems: 経営者

情報システム）やＥＳＳ（Executive Support Systems:経営者支援システム）のコンセプト

も提唱された38。これらは，その単発的かつ場合によっては政治的な意思決定の性質から，

そのプロセスの支援ではなく情報の提供に重点を置いたシステムとなっている。 

その後，1970 年代後半以降，マイクロプロセッサの発展を背景にワードプロセッサなど

の新しいオフィス機器が実用化され，その普及がオフィスの業務にさまざまな影響を与え

た。いわゆる“ＯＡブーム”である。ＯＡ（Office Automation）という言葉自体は，1950

年代後半にオフィス業務の自動化を指向して提案された39。これに対して，今日のＯＡはパ

ソコンなどの個人利用のコンピュータを中心としたもの40で，ジスマン（M. D. Zisman）

は「従来のデータ処理技術に適合しがたい構造が不明確なオフィス機能の大部分に対し，

コンピュータ技術・通信技術，システム科学および行動科学を適用すること」41と述べてい

る。 

すなわち，ＯＡでは，オフィス業務において，個人自らが主体的に個人専用の（あるい

は少人数で共用された）コンピュータを利用して，身辺の業務の効率化や意思決定のため

の情報処理を行なう。個人がコンピュータを占有して利用できるため，他の制約をあまり

受けずに個人的な視点にもとづいた柔軟な処理を行なうことが可能になる。また，ＤＳＳ

が概念先行で実際の情報システムとしてあまり普及しなかったことに対して，ＯＡは情報

機器の導入が先行し，これに伴って普及した。なお，1990 年代のＥＵＣ（End User 

Computing: エンド・ユーザ・コンピューティング）は，こうしたＯＡの流れを受けつつ，

ＭＩＳやＤＳＳとの連携をはかったものとなっている。 

以上，ＭＩＳ，ＤＳＳ，ＯＡなどを中心にみてきた。それらに共通する特性についてま

とめると，いずれも意思決定主体にとっての効果的な情報ニーズの充足を指向したもので

                                                 
37 Sprague= Carlson (1982), 邦訳 32－46 ページ。 
38 Rockart=Treacy (1982), Rockart=De Long (1988). 
39 前章脚注参照。 
40 先述したように，かつてのＯＡを第１次ＯＡ，今日のＯＡを第２次ＯＡとよぶことがあ
る［涌田（1989），16－19 ページ］。 
41 Zisman (1978), pp.1－2. 
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あり，そのために，意思決定主体の主体的な情報活動の支援に重点を置いたものとなって

いる。意思決定のための情報は，主体に大きく依存するため本質的に主観的なものであり

客観化は困難である。したがって，そのための情報の収集や処理は主体によって行なわれ

ることが望ましい。 

一方，その情報システムを含めた対象システム全体に着目すると，その目的や構造は変

化せず，情報システムは安定的な目的の達成を指向する。 

のちに，広義のＭＩＳとして，ＤＳＳやＯＡ，ＥＤＰＳなどを含んだ包括的な情報シス

テムのコンセプトがいくつか提示されている42が，それらは，現行の経営管理の階層別およ

び経営の機能別のサブシステムで構成されている（図６）。いいかえればそれらは，現行の

対象システムの構造にしたがい，その維持・安定を指向するという側面が強くあらわれた

ものとなっている。 

すなわち，“主観的”で“安定的”な観点のもとで構築されるこれらの情報システムは，

第Ⅱ類型の特徴を備えているといえよう。 

 

５．第Ⅲ類型─拡張 
1980 年代中頃になると，企業が他社との競争において優位に立つために情報技術を利用

する動きが始まった。ワイズマン（C. Wiseman）は，このような情報システムをレビュー

してＳＩＳ（Strategic Information Systems：戦略的情報システム）というコンセプトを

提示した。彼によればＳＩＳとは，「ある組織の競争戦略を支援あるいは形成するための情

報技術の活用」であり，競争戦略とは，「競争優位を獲得あるいは維持するため，もしくは

ライバルの優位性を弱める（すなわち自己の劣性を弱める）ための計画」である43。競争戦

略は経営戦略の主要な部分を占めるので，ＳＩＳは経営戦略を実現する情報システムとい

うことができよう44。 

ＳＩＳの実例は多岐にわたる。ワイズマンによれば，ＳＩＳは情報システムの形態とし

ては，従来の情報システム――彼の言葉によれば，ＭＩＳ45やＭＳＳ46とよばれる，本稿で

いう第Ⅰ類型および第Ⅱ類型の情報システム，またはそれらを組み合わせたシステムであ

る47（図７）。 

                                                 
42 Davis (1985), Emery (1987). 
43 Wiseman (1988) 邦訳，95 ページ。 
44 島田・高原（1993），23 ページ。 
45 ワイズマンのいうＭＩＳは「定型的なトランザクション処理を行ない，決まった形式の
帳票を定期的に発行することを主要な機能とする情報システム」であり，本稿でいうＥＤ
ＰＳと狭義のＭＩＳを含んだ概念である［Wiseman (1988) 邦訳，84－86 ページ］。 
46 同じくＭＳＳ（Management Support Systems: 経営支援システム）とは「経営者や専
門職の情報ニーズを満たすこと」を目的とするシステムで「エンドユーザに検索と分析の
能力を提供する」機能をもつ［Wiseman (1988) 邦訳，86－88 ページ］。すなわち，彼のい
うＭＳＳは，本稿でいうＤＳＳやＥＩＳを含んだ概念である。 
47 Ibid., 邦訳，83－91 ページ。 
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しかし，彼は，ＳＩＳにおける情報システムの構築や利用の視点が従来のものとは異な

っていることを強調している。すなわち，従来の情報システムが，「基本的なプロセスの自

動化」あるいは「意思決定のための情報を得ること」に視点が置かれていたのに対して，

ＳＩＳは「競争戦略を支援または形成することを意図した」視点に立っている。彼は，こ

れらの視点の違いを，それぞれ「従来的視点（conventional perspective）」，「戦略的視点

（strategic perspective）」とよんで区別した48。 

たとえば，初期のＳＩＳの典型例としてしばしば紹介される，米国航空業界のＣＲＳ

（Computerized Reservation Systems: 座席予約システム）49は，“従来的視点”でみれば

単なる効率化のためのＯＬＴＰシステムにすぎない。しかし，予約端末設置による顧客の

囲い込みという“戦略的視点”に立てば，自社が競争優位を獲得するためのＳＩＳである

とみることができる。さらに，ＣＲＳの成功例では，その情報システムを利用して，ホテ

ルやレジャー施設など，航空機の座席以外の予約代行も行なっている。これは，いい換え

れば，航空業が情報システムを使って予約代行という別の市場を開拓した，すなわち従来

はできなかった活動を可能にしたともいえる50。 

1990 年代前半になると，業務プロセスの変革を前面に押し出したコンセプトであるＢＰ

Ｒ（Business Process Re-engineering: ビジネス・プロセス・リエンジニアリング，ある

いは単にリエンジニアリング）が注目を集めた。ＳＩＳにおいても，その戦略の実現にお

いて，業務プロセスや組織構造の変革が行なわれるが，ＢＰＲは，そのプロセスや組織の

変革により力点を置いたコンセプトとして位置づけられる51。 

ＢＰＲとは，ハマー（M. Hammer）とチャンピー（J. Champy）によれば，「コスト，

品質，サービス，スピードのような，重大で現代的なパフォーマンス基準を劇的に改善す

るために，ビジネス・プロセスを根本的に考え直し，抜本的にそれをデザインし直すこと」

52と定義されている。そして，ＢＰＲ自体は，その名称からも推察されるように，情報技術

を前提とした概念ではない。しかし，彼らは，ＢＰＲのためには「最新の情報技術」は必

要不可欠な要素であるとし，その上で「情報技術の真の力は古いプロセスを改善すること

ではなく，古いルールを壊し，新しい仕事のやり方を創造すること」53にあると指摘してい

る。 

たとえば，データベースシステムの導入によって情報の共有が可能になると，これまで

逐次的に行なうことしかできなかった業務を並列に進めることが可能になる。そのことは

                                                 
48 Ibid., 邦訳，11－15 ページ。同訳書では，従来的視点を「慣習的パースペクティブ」，
戦略的視点を「戦略的パースペクティブ」としている。 
49 Ibid., 邦訳，15－23 ページ。 
50 那野（1991）。 
51 上村（1994）。 
52 Hammer=Champy (1993) 邦訳，57 ページ。 
53 Ibid., 邦訳，137 ページ。 
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仕事のやり方を大きく変化させ，その結果，劇的な期間の短縮が実現されることもある54（図

８）。また，ダベンポート（T. H. Davenport）はＢＰＲ（彼の言葉ではプロセス・イノベー

ション）に対する情報技術の影響を９つのカテゴリーで整理している55（図９）。 

以上，ＳＩＳ，ＢＰＲについてみてきた。ここでその特徴をまとめてみよう。 

ＳＩＳは経営戦略を実現する情報システムである。同様にＢＰＲにおいても「明確な経

営戦略」は，その前提となっている56。 

経営戦略とは，チャンドラー（A. D. Chandler, Jr.）によれば「一企業体の基本的な長期

目的を決定し，これらの諸目的を遂行するために必要な行動方式を採択し，諸資源を割り

当てること」57であり，対象システムの目的の決定とその実行の道筋ということになろう。

また，アンゾフ（H. I. Ansoff）がいうように，経営戦略は「能力や潜在力の制約のもとで，

企業を現在の状態から，目的によって示された状態へと変革するオペレータ」58である。 

したがって，ＳＩＳやＢＰＲでは，情報技術を使って，これまでとは違った目的のもと

で，これまでとは違った情報技術なしでは実現が困難であったシステムを，既存のシステ

ムの改革によって，あるいは場合によってはゼロベースから，再構築していく。つまり，

新たな目的のもとでの新たな構造をもったシステムへ“発展”するために情報技術が活用

されることに，その最大の特徴をみいだすことができる。 

そして，その新しい目的と構造は，通常，対象システムの環境への適応を“客観的”立

場で分析および決定し，トップダウン的プロセスで計画され実現される。もちろん，戦略

の立案やシステム構築のプロセスによるが，変革のための最適なシステムが客観的に計画

され，その客観的情報観やシステム観に人々はしたがうことになる。また，1990 年代後半

のＥＲＰ（Enterprise Resource Management: 企業資源管理）のパッケージのように理想

的なビジネス・プロセスをソフトウェアパッケージ化したものを導入して，企業のＢＰＲ

に活用することも行なわれている。 

“客観的”で“発展的”な観点のもとで構築されるこれらの情報システムの一側面を，

第Ⅲ類型の情報システムとしておこう。 

 

６．第Ⅳ類型─創発 
1990 年代になると，個人間の主体的な情報の交換や共有を情報技術を使ってさまざまな

側面で支援する動きが活発になり始めた。たとえば，グループウェアやＣＳＣＷ（Computer 

Supported Cooperative Work: コンピュータ支援協調作業）59は，比較的少人数の集団（＝

                                                 
54 Ibid., 邦訳，139－151 ページ。同書では，データベース以外にエキスパートシステム，
通信ネットワーク，ＤＳＳなど８つの情報技術をあげている。 
55 Davenport (1993) 邦訳，69－74 ページ。 
56 Davenport (1993) 邦訳，148 ページ。 
57 Chandler (1962) 邦訳，29 ページ。 
58 Ansoff (1965) 邦訳，205 ページ。 
59 グループウェアという用語は，1978 年にジョンソン・レンツ夫妻（P. and T. 
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グループ）でのさまざまなコミュニケーションや情報共有，協同作業などを支援するため

の情報技術の活用である60。このような情報システムとして，電子メールシステムをはじめ，

会議や討論を支援するシステムなどさまざまなものが提案され実現されてきた。 

その中で，注目されることとして，「コラボレーション（collaboration: 協働）」のコンセ

プトがあげられる。コラボレーションとは，“何かを創造する・発見する”という“目的を

持った”複数の人間の“対等な”かかわり合いで“共有された理解を創り出すプロセス”

である61。これは，すでに決定された目的を達成するために複数の人間が“分業”すること

とは対照的なプロセスである。そして，コミュニケーションはコラボレーションを実現す

るのためのインフラストラクチャやプラットフォームとして位置づけられる62。グループウ

ェアやＣＳＣＷの応用例のいくつかは，コラボレーションの支援を目指している63。 

その後，1990 年代の中頃からは，インターネットやその関連技術の普及により，オープ

ンで標準化された通信ネットワークが企業の内外に張り巡らされた。とくにインターネッ

ト関連技術を企業内の情報ネットワークに適用した「イントラネット」64が，コミュニケー

ションの基盤として普及した65。 

1990 年代後半になると，ナレッジ・マネジメント（Knowledge Management: ＫＭ）の

コンセプトが広がり始めた。ＫＭの提唱者は明確ではなく，その定義もさまざまであるが，

野中郁次郎らによる「組織的知識創造理論」66がそのきっかけとなったことが指摘されてい

る67。そして，その理論は，今日のＫＭの理論的基礎をなしている。 

彼らは，“知識を創り出すプロセスが企業活動の本質である”との考えのもとに，個人の

知識（個人知）の相互作用によって，組織全体で共有される新しい知識（組織知）が創り

出されていくプロセスを理論化した「組織的知識創造理論」を提唱した。彼らは，ポラン

ニー（M. Polanyi）による知識の区別である「暗黙知」（＝ことばで表現できない身体的な

知）と「形式知」（＝ことばで表現できる理性的な知）68に着目し，組織においてそれらの

「知識変換」が繰り返されることにより，その質的・量的な拡大が行なわれ，組織知さら

                                                                                                                                               
Johnson-Lentz）が最初に使用したといわれている。また，ＣＳＣＷという用語は，1984
年にグレイフ（I. Greif）とキャッシュマン（P. Cashman）によって作られた［岡田（2000），
121 ページ］。 
60 ＣＳＣＷはグループだけでなく組織的・社会的視点を含んだコンセプトとして説明され
ることもある［石井（1994, 10－15 ページ），垂水（2000, 4－7 ページ）など］。 
61 Schrage (1990), 邦訳 78－131 ページ。 
62 松下・岡田（1995），8－11 ページ。 
63 島田・高原（1993），150－157 ページ。 
64 のちに“イントラネット”を関連する企業間に拡張した「エクストラネット」が普及し
た。 
65 田坂（1996）など。 
66 野中（1990），野中（1994），Nonaka=Takeuchi (1995). 
67 國藤・折原（2001）など。 
68 Polanyi (1966). 
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には組織の枠を超えた知識となっていくというモデルを示した（図１０）69。 

知識変換には，①個人の暗黙知に共感してその共有が行なわれる「共同化」，②暗黙知を

ことばなどで表現された明確なコンセプト（＝形式知）に変換する「表出化」，③コンセプ

トを組み合わせて体系的な形式知をつくり出す「連結化」，そして④形式知を暗黙知へと体

化する「内面化」がある。①では共感のための「場づくり」が，②では「対話」による多

様な知識の収集とその検討による新たな視点の生成が，③ではさまざまな「形式知の結合」

が，④ではそれらの知識を使ってみる「行動による学習」が，それぞれ行なわれる。その

上で，彼らは，知識創造を促進するためのさまざまな要件について検討している。その中

でも，各主体（個人やグループ）の自律的で対等な関係構築を促進することは重要である

と考えられよう。 

ＫＭ自体は，当然ながらマネジメントのあり方であって，情報技術活用の指針ではない。

しかし，今日のＫＭの普及が，情報技術の進展と密接な関係にあることは，（その是非は別

にして）間違いないであろう70。今日，ＫＭに対する情報技術による支援（ＫＭツールやＫ

Ｍシステムとよばれることがある）が，いろいろと試みられている。 

ＫＭでは，①知識をうまく表出化したり発見したりすること，②知識を組み合わせて新

しい知識を創出すること，③知識を組織で共有すること，などが求められる。そのために，

さまざまな情報技術の活用が可能である。 

たとえば，“発想支援ツール”や知識発見のための“マイニングツール”，コミュニケー

ションやコラボレーション支援ツール，知識の蓄積・管理のための非定型データベースや

文書管理システムなど幅広い活用が可能であろう71。もちろん，そうしたＫＭツールは利用

者が主体的に選択し活用する必要がある72。 

以上まとめると，ここで述べてきた情報技術利用の特徴は，いわゆる「創発」というこ

とになると考えられる。ここで，“創発”（emergence）とは，もともと生物の進化論で使わ

れていた概念で，そこでは「先行する所与件によっては予見したり説明したりすることの

できない新しい事態の発生や進化」73を意味する。 

従来，情報技術は，あらかじめ計画されたシステムを効率よく実現するために利用され

てきた。いい換えれば，あらかじめ設定された目標を実現するためのシステムとして情報

システムは構築されてきた。このことは，第Ⅰ類型，第Ⅱ類型といった“安定”の情報シ

ステムだけでなく，第Ⅲ類型における“発展”の情報システムにおいても同様である。第

Ⅲ類型においても発展に向けてあらかじめ計画された情報システムが実現される。これに

対して“創発”のための情報システムは，個々人の相互作用によって新しいアイデアや知

                                                 
69 Nonaka=Takeuchi (1995)，邦訳 第３章。彼らは，その知識変換のプロセスを「知識ス
パイラル」（後にＳＥＣＩモデル）とよんでいる。 
70 アーサーアンダーセンビジネスコンサルティング（1999），24－28 ページなど。 
71 加藤ほか（2001）など。 
72 von Krogh=Ichijo=Nonaka (2000) 邦訳，33－57 ページ。 
73 新社会学辞典（1993），912 ページ。 
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識（価値）を創発し，さらにはそれらにもとづいた新しい目的と構造を創発する。 

そして，そこでの情報観・システム観は，対象システムを外側からみた“客観的”なも

のではない。対象システムの，まさに内部に位置する人々の情報相互作用によって創り出

される“主観的”――より正確に言えば“共同主観的”な情報観・システム観にもとづい

ている。その結果，人々の間に新しい関係が築き上げられると同時に，人々自体も相互に

学習し変化していくものと考えられる。いいかえれば，新たな目的や構造が“自己組織化”

される。このような情報システムは，第Ⅳ類型の特徴を備えた情報システムといえよう。 

 

以上，本稿で提案した４つの類型に立って実際の情報システムをみてきた。当然ながら，

本稿での情報システムの類型化は，その主要な特徴をもとに行なっている。したがって，

別の視点から別の類型に分類することも可能であろう。実際の情報システムでは複数の類

型が組み合わされて実現されている場合が多くみられるし，また別の側面として，利用者

の使い方や情報システムと利用者の相互作用によって別の類型のようにはたらくことがあ

る。その例を示すと，ＣＳＣＷなど通信ネットワークによるコミュニケーションの支援は，

その効率化をもたらす側面（第Ⅱ類型）もあれば，コラボレーションを支援する側面（第

Ⅳ類型）もある。また，ＳＩＳにおける「振り返ればＳＩＳ」あるいは「結果としてのＳ

ＩＳ」とよばれる情報システムのように，“従来的視点”による効率化のための情報システ

ム（第Ⅰ類型・第Ⅱ類型）の整備が結果として企業の競争優位を実現している（第Ⅲ類型）

ような例もあげられよう74。 

 

７．規模・範囲の拡大 
ここまで，組織内（企業内）の情報システムを中心にそれらの特徴をみてきた。その一

方で，情報化の進展に伴い，情報システムの規模やそれが対象とする範囲は著しく拡大し

てきた。 

従来の情報システム発展論が指摘するように，情報システムの規模や範囲はその類型の

推移にもとづいて拡大してきたという説明も可能である75。これは情報システムの高度化に

よって，それに関連する組織の階層が拡大するという側面を説明している。しかしその一

方で，同じ類型内においても情報システムはその規模や範囲を拡大してきた。とりわけ，

今日では組織の枠を超えた情報システムの展開が多くみられる。そうした情報システムは，

おおまかには，前掲の図３のように位置づけることができよう。 

とりわけ，通信ネットワーク，とくにインターネットの普及によって，オープンで低コ

ストの広範囲にわたる通信ネットワークが構築されたことが，企業間や企業消費者間など，

組織の枠を越えた情報システムを大きく進展させた。そのような，組織を超えて構築され

る情報システムについても，組織内の情報システムと同様の類型化が可能となろう。 

                                                 
74 島田（1993），24 ページなど。 
75 島田・海老沢（1989），63－69 ページ，島田・高原（1993），21－22 ページ。 
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企業間のサプライチェーンの情報化を例に考えてみると，たとえば，必要な情報を収集

し需要予測や生産計画に結びつけるＳＣＰ（Supply Chain Planning）は，意思決定の支援

を行なう第Ⅱ類型の情報システムであるといえる。他方，流通機構や調達先，生産拠点の

見直しや改革を行ない全体の最適化を図るＳＣＭ（Supply Chain Management）は第Ⅲ類

型であるといえよう76。さらに近年では，サプライチェーン上の企業間，企業消費者間の“コ

ラボレーション”による価値創出というコンセプトが示されることがよくある77。これは第

Ⅳ類型の情報システムといえるかもしれない。 

また，今日「オンライン・コミュニティ」とよばれるインターネット上のコミュニティ

において，さまざまな情報の創発やコラボレーションが行なわれていることが注目されて

いる78。そこでは，消費者間のネット上でのやりとりで形成された情報を新製品の開発に利

用する79ことや，技術者の自主的なコミュニティが新しい製品をつくり出す80ことなどが行

なわれている。オンライン・コミュニティを運営し，そこで創り出された知識を企業に販

売するビジネスも行なわれている81。このような，オンライン・コミュニティは，もはや組

織の枠とはほとんど関係のないインターネット上の第Ⅳ類型の情報システムであるといえ

よう。 

 

８．おわりに 
本稿では，社会システムに対するアプローチの類型化に基づいて，情報システムの類型

化を試みた。同時に，これまでの情報システムの概念について，その位置づけを行なった。。 

さいごに，本稿で示した情報システムの類型についてまとめておく（図１１）。 

第Ⅰ類型では，対象システム（＝情報技術適用の対象となる社会システム）における人

間系のサブシステムが情報技術によって代替される形で，情報システムが構築される。そ

の際，対象システムの目的や構造は維持され，情報システムはその対象システムのサブシ

ステムとして機能する。そこでは，その上位のシステムからあらかじめ与えられる客観的

な情報観・システム観に基づいて，自動化を指向した情報システムが構築される。 

第Ⅱ類型では，対象システムにおける人間系は情報技術によって支援される。対象シス

テムの目的や構造は変化せず，人間系とそれを支援する情報技術系から構成される情報シ

ステムは，対象システムのサブシステムとして機能する。しかし，その情報システムでは

人間系が主体的に情報の解釈を行なうため，情報の収集や処理は人間系主導で行なわれる

ことが望まれる。すなわち，情報システム内部の人間系の主観的な情報観・システム観に

                                                 
76 西村（2002）。 
77 出口（2000），426－427 ページ。 
78 以下の記述は，國島（2001，186－188 ページ）を一部参考にしている。 
79 松下電器のノートパソコンの電子会議がよく知られている。 
80 たとえば今日普及しつつある Linux とよばれるＯＳの開発は，インターネット上の技術
者のコミュニティで行なわれた。 
81 ガーラ・フレンド（http://www.gala-net.co.jp）など 
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基づいた情報システムの構築・運用が指向される。 

第Ⅲ類型では，“戦略”にもとづいて対象システムの新たな目的とそのための構造が計画

され，情報技術はそのための必要不可欠な実現手段として検討・導入される。すなわち，

情報システムは対象システムが新たなシステムに発展・拡張するために導入される。そし

て，その新たな目的と構造は，対象システムの“環境への適応”とでもいうべき観点から

客観的に分析され計画される。そして，その新たな計画のもとの客観的情報観・システム

観のもとで，そのサブシステムである情報システムは構築される82。 

第Ⅳ類型では，対象システムの人間系における情報相互作用が新たな目的と構造を創発

することへの情報技術の貢献が期待される。すなわち，情報システムは対象システムが新

たなシステムに発展するために導入される。しかし，その新たな目的と構造は，第Ⅲ類型

のように客観的に分析され計画されるのではなく，内部の人間系の主観的な認識（もちろ

ん環境に関するものも含まれる）から共同主観的につくりあげられる。たとえば，第Ⅲ類

型では，トップダウン的に全体システムの目的や構造が計画され，それにもとづいて実現

されることに対して，第Ⅳ類型では，対象システムの目的や構造はボトムアップ的に創発

され実現される。このことは「創発的戦略」83や「企業文化」を重視84する 1980 年代以降

の経営戦略の展開とも共通点がみられる。 

この第Ⅳ類型の情報システムに関しては，これまで筆者も，さまざまな側面から検討し

てきた85。それらの検討から，“創発”に関して以下のようなインプリケーションを得てい

る。 

 

多様な価値観をもった人々の対等で双方向的な“情報相互作用”が，新たな情報をつく

り出すと同時に，人々の間の新たな関係の構築と，それぞれの人々自体の変化をもたらす。

また，こうした情報相互作用を集積した情報が，人々にフィードバックされ，そのことが

人々の間の情報相互作用に再帰的に影響する。これらの繰り返し（＝ミクロ・マクロ・ル

ープ）によって，対象システムにおいて，新たな価値ひいては目的や構造が“創発”され

る。 

そして，その創発のための情報技術には，そこでの情報相互作用の特質から，そのメデ

ィアには高いリッチ性が求められ，そこでの“つくり出される情報そのものに価値がある”

という情報の特質から，そのための意味的・概念的な情報の処理が強く求められる。これ

                                                 
82 先に述べたように，第Ⅲ類型の情報システムは第Ⅱ類型の情報システム（＝主観的な情
報システム）をサブシステムとして含むことがある。しかし，もちろん，このことは矛盾
ではない。なぜなら，第Ⅱ類型の情報システムのもとでは主観的な視点での情報処理の支
援が行なわれるが，その結果は，客観的な視点のもとで構築されるシステム全体（＝第Ⅲ
類型の情報システム）のもとに統合されるからである。 
83 Mintzberg (1989).  
84 Peters=Waterman (1982). 
85 牧野（1998b），牧野（2000）。 
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らは，“制御”のための情報を扱うそれ以前の情報システムとは大きく異なっている。 

 

一方，今日では，こうした社会的な情報相互作用に関する，情報処理工学を中心とした

学際的な検討も展開されつつある86。 

この“創発の情報システム”については，さらに検討を進めていきたい。 
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図４ ゴーリーとスコット・モートンによる情報システムの枠組み 
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図７ ワイズマンによる情報システムの種類 
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  影響            説明 

l 自動的 プロセスから人的労働を除去する。 

l 情報的 プロセスを把握するために，プロセス情報を採取する。 

l 順序的 プロセスの順序を変更したり，並行処理を可能にする。 

l 追跡的 プロセスの状況とプロセスの対象をつぶさに監視する。 

l 分析的 情報の分析と意思決定を改善する。 

l 地理的 地理的に離れたプロセス間を調整する。 

l 統合的 職務とプロセスを調整する。 

l 知識的 知的資産を獲得し利用できるようにする。 

l 直接的 プロセスから媒介物を除去する。 

出典） Davenport (1993) 邦訳，69 ページ。 

 

図９ ダベンポートによるＢＰＲに対する情報技術の影響 
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出典） Nonaka=Takeuchi (1995) 邦訳，93・106 ページ。 

 

図１０ 野中による知識スパイラル 
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