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連続インタビュー・転換期のメディア

IT革命はマスメディアをどう変えるか
情報学者　西垣 通 氏

インタビュー・構成 /横江広幸   放送研究部

　「生きる意味」， 「運命を共にする連帯感」， 「信頼と権威」， 「ヒトが神話をもとめる自然な行為」 ……。

　いったいこのような言葉は， IT やインターネットやマスメディアなどとどう関係しているのか？――常識的な議論を期

待して西垣通氏の著書を開いた読者は， とまどいを覚えるかもしれない。

　昨年２月に公刊された 『基礎情報学―生命から社会へ』 １） では， そのような疑問に応えるかのように， 様々な情

報現象を根底から統合的にとらえ直そうとする理論的な試みがなされている。

　西垣氏によれば， いわゆる 「IT 革命」 は， 「約 5000 年前に出現した文字， 約 500 年前に登場した活版印刷，

そして約 50 年前から普及を始めたテレビ」 に匹敵するような 「情報流」 の大変化であり， 少なくとも数十年にわた

る文明史的事件なのである２）。

　言いかえれば， 情報流の変化が， 人間の生活や思考の様式を変え， 所属する共同体を変え， 同時に物流その

ものも変えてしまう。 IT 革命の正体を平たくいえば， 誰もが 「情報を持てるようになる」 ことだと西垣氏は語る。

近代工業社会では， 情報は基本的にマスメディアを通して一方的に流されてきた。 今後は新しいメディア技術を駆

使して， 誰もが情報を受発信し情報を共有するようになる。 このことは， 社会の質的な大変化であり， したがって，

この 「情報」 をキーワードにして， 現代の文化的・社会的問題を分析し， 来るべき社会を予測する必要が生じてくる。

しかし， 現在の学問状況のままでは， 分野や論者により情報の概念があまりにも違いすぎ， 議論はかみ合わない。

　そこで， 20 世紀後半に発展した理系の知を中心に， 文系の知と結び合わせながら体系的な情報概念を作り上げ

ようと構想されたのが 『基礎情報学』 である。

　そのために援用した， あるいは触発された主な理論としては， 「オートポイエーシス理論」 ３） 「ニクラス ・ ルーマン

の理論社会学」 ４） 「ジェスパー ・ ホフマイヤーの生命記号論」 ５） 「レジス ・ ドブレのメディオロジー」 ６） などがあげら

れている。

１．「情報」を統一的にとらえ直す

― 『基礎情報学』への反響はいかがでしたか。

西垣　今までの 「情報学」 と言えば， コンピューター工学をはじめ技術的知識を扱う 「情報工学」 がほとんどで， こ

れ以外は「図書館情報学」「社会情報学」のような人文社会科学的なアプローチが中心です。 それらを結ぶベーシッ
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クな知は存在しませんでした。 『基礎情報学』 は， 両者を架橋する学問の突破口という意味で受けとめてもらえたよ

うです。 しかしまだ， 本質的に受容されたとは言い難い。

　まず情報についての常識がクセモノなのです。 普通，情報というと，インターネットで取得できるデータや知識といっ

たもの， という常識がありますね。 これが誤解や矛盾を引き起こしているのです。

　こういう常識のために， 「情報は固定されているものだから， 人間の自由を阻害する」 とか， 「情報洪水の中で人間

はだんだん動物化する」 などの議論が出てくる。 こういう指摘自体は間違いではないのですが， 私から見ると本末

転倒している。 なぜなら， もともと情報という存在を， 固定された小包のようにとらえてはならないからです。 この誤

解をとくことがまずは基礎情報学の課題ですね。

情報の始まりは「生命情報」

　 『基礎情報学』 の大きな特色は， 情報の持つ 「意味作用」 に着目し， 情報現象を統一的なシステム ・ モデルに

よって論じたことである。 詳しい理論の枠組みは割愛して， このインタビューに関連する部分だけを， 便宜上二段階

に分けて， ごく簡単に要約すると次のようになる。

　まず， 情報の意味が発生し， 伝達され， 記憶されていくプロセスを三つの側面でとらえ， 一つながりの情報を 「生

命情報」 「社会情報」 「機械情報」 の三つに分類する。 このことにより， 情報のどの部分について議論がなされてい

るかがはっきりすることになる。

　三つの定義のうち 「生命情報」 とは， ヒトに限らず生物の体内に生じるすべての 「意味あるもの」 を言う。 「原―情

報」 として生命体の内部に生起し， あらゆる情報の原型となる。

 「社会情報」は，生命情報のうち，ヒトの「心」が観察し，抽出し，外部の伝播メディア上に記述したものである。 これは，

一般に人間社会で通用している狭義の 「情報」 である。

　さらに 「機械情報」 は，伝達や記憶などを効率的に処理するため，社会情報を表す記号を機械的に変換したもの。

現在では IT によりデジタル化される場合が多い。

― 情報のベースは「生命情報」にあるということですか。

西垣　あらゆる生物は， 食物， 敵， 異性など， 環境世界から 「意味」 を抽出しつつ生きています。 それが情報の

原義です。 この意味を処理するときに情報の記号作用が現れる。 だから情報は生物とともに生まれたわけです。

　生命情報をわれわれ人間が認知すると社会情報が出現する。 これが人間社会のなかで流通するいわゆる 「情報」

なのですが， そのとき， 社会情報をあらわす記号をうまくハンドリングするためのツールとして機械情報が出てくる。

機械情報は位置づけとしてはツール的なものです。

　さて， 機械情報がメディア上を流通して行くとき， 記号の意味解釈に大きなズレが生じてはまずい。 発信者と受信

者の間で意味解釈のズレをできるだけ少なくし， 斉一的にしていく一種の権力作用が生まれます。

　言いかえれば， 意味解釈に時間をかけずに， あたかもロボットのように， 決まった意味解釈を行うようになれば情

報処理効率はあがります。 このことが， いつしか人間を機械化していく。 われわれの自由を疎外し抑圧していくこと

につながるわけです。 情報学では， そのへんもきちんと統一的にとらえなければいけない。

情報はどのように伝わるか

　次に， それでは情報はどのようにして伝達されるのか。 そこにはどのような社会的メカニズムがあるのか。

 『基礎情報学』 では， 情報の意味伝達モデルとして 「階層的自律システム（ 階層的オートポイエティック・システム）」

を提示する。 そこではヒトの 「心 （心的システム）」 の上位概念に 「社会システム （機能的分化システム） ７）」 があり，

さらにその上に 「マスメディア・ システム」 ８） を階層的に位置づける。

　それぞれは， 自律システム （オートポイエティック ・ システム） ９） だが， コミュニケーションを継続させていく上で，
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下位のシステムは， 上位のシステムに制約 ・ 拘束されつつ， 上位に対してコミュニケーションの素材を提供していく。

　逆に言えば， 最上位のマスメディア・ システムは， 「メタ社会システム」 として個人を間接的に拘束， 制約することに

なる。 これはいわゆる抑圧ということではなく，個人の心のなかに現実のイメージを作り上げるということである。つまり，

マスメディアは何かを単に報じているだけでなく， 「現実を解釈して編集した分かりやすい世界イメージ （現実―像）」

を個 人々に提供しているのである。 そして， この共通イメージをもとに， 人間はコミュニケーションという 「擬制」 を実

現していくというのである。

西垣　これまでよく用いられてきた情報モデルは， シャノン 10） ＆ウィーバーによる 「送信機から通信回路を介して受

信機まで情報が送られる」 というものでした。 しかし， これはあくまで機械の間での記号の送受信を扱う情報通信

モデルにすぎません。 人間と人間との情報伝達を扱うモデルではない。 もしそうなら誤解はなぜ生じるのか。 誤解

はノイズとは異なるものです。 私が誰かと会話をしているとき， 私の言っていることが相手に正しく伝わっているかどう

かは誰にも分からないわけです。

― お互いにちゃんとしゃべれば，通じるということでもないんですね。

西垣　はい。 こういう誤りが生じた背景には文化論的な問題があります。 いわゆるコミュニケーションとは， 同じものを

共有する， 共通 （コモン） のものにするという概念です。 キリスト教などの一神教においては， 神が与えた普遍的な

正しい言葉があり， 正しい理性を持っていれば， その正しい意味解釈に到達できるという考え方がありました。

　この普遍言語の問題は， 私がずうっと追いかけてきたテーマで， 小説の主題でもあります。 普遍言語とは， いろ

んな文化摩擦をも引き起こす幻想であり， そんなものは存在しない。

　普遍言語が存在しないのに，それでは，なぜ情報は伝わるのか。 会話を例にとりましょう。 私の心という一つの 「心

的システム」 は閉じたオートポイエティック ・ システムであり， 相手の心も同じ閉じたシステムです。 その間には絶対的

な差異がある。 それなのに， 情報が伝わっているように見えるとはどういうことか。

　ここで視点を変えてみる必要があるのです。 今， 「社会」 という， 個人より上位のシステムのなかでコミュニケーショ

ンが自律的に行われていると考えてみます。 私の側から見ると私は自由にしゃべっているけれど， 社会の側から見る

と， 私の行為は社会的コミュニケーションのための素材の提供です。 つまり， 私はあたかもロボットのように， 送信機

のように見えるわけです。

　こういう複合的な観点をはっきりとらえることが大切なのです。 平たく言えば， われわれは 「役割」 を持って社会の

中で働いている， あるいは事実上縛られながら暮らしているわけです。 そういう抑圧の構造がここから浮かび上がっ

てきます。

　社会を観察したときには， 個々の人間はあたかもロボットのように見えるが， 一方私自身の心を観察したときには，

それはそれで自律的な一つの世界を作っているのだという複合的な見方をしないとおかしなことになります。 人間は

本来あくまで自由だとか， いや社会的なルールや秩序が大切だとか， 不毛な論争が起きることになる。

　そこで 『基礎情報学』 では， 複合的な見方をモデル化した 「階層的自律システム（ 階層的オートポイエティック ・

システム）」 を提起しているわけです。

２．メタ社会システムとしてのマスメディア

マスメディアが生みだす「現実―像」

― このモデルでは，社会の上にさらに「マスメディア・システム」が置かれますね。

西垣　大事なところは， 個人が 「現実―像」 を通じてその社会環境を理解しているということです。 社会環境は，

論理的に常に整合しているわけではありません。 いろいろな観点， 価値観が併存している。 経済的観点から見る

こともできるし， 政治的にも， 宗教的にも見ることができる。 様々な見方があって， それらはお互いに矛盾対立して
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いるわけです。 その矛盾を個人が引き受けることはできない。 わけが分からなくなる。 個人にとって， 擬似的にせよ，

ある種の統合的な世界イメージを与えてくれるのがマスメディア・ システムというものなのです。 言わば， 現実のイメー

ジを作ってくれるわけです。 そして， 政治や経済などの社会システムは， マスメディア・システムに対して， 政治ニュー

ス， 経済ニュースなどのための素材を提供している。 このように私はとらえてみたわけです。

　ただ，マスメディアによる現実イメージはかつて一神教が想定したような統一的な世界観に基づくものではないので，

細かく見ればいろいろ矛盾齟齬が現れます。 例えば， インドネシアの大津波ニュースの直後にお正月のめでたい行

事のニュースが続く， とか。

　それに，マスコミュニケーションは，時々の風潮に合わせて行われるので，長い目で見ると整合性がなく不安定です。

― 個人は，マスメディアが作り上げたそのような世界のイメージの中でしかものを見ることができない。

西垣　ええ。 だから現実を批判的に見ることは非常に難しくなってくるわけです。

　しかし， ある意味では， 統一的な 「現実―像」 は大事なものなのです。 テレビをつけたときにお笑い番組や野

球中継がぱっと出てくるというのは，世の中が安定して動いているという証拠でもあるわけでしょ。 それに，日常的コミュ

ニケーションも， マスメディアによる共通の現実―像をもとに成り立つのですから。

マスメディアより上位のシステムは在るか

― マスメディア・システム以上の上位システムはないのか。政治権力などもマスメディアに制約を加えているよう

にも見えますが。

西垣　予想される反論ですね。 それはこういうことです。 大事な点はマスメディア・ システムが自律的だということ。 つ

まり， マスコミュニケーションというのは， マスコミュニケーションがマスコミュニケーションを自律的に生み出すような形

で作られているということです。 誰かが一方的にニュースの内容を規定しているのではなく， ニュースがニュースを自

己循環的に生み出しているのです。

　私がここで言うマスメディアとは， いわゆる近代的な民主主義国家のものです。 日本とかアメリカとか， いわゆる先進

国のデモクラティックな大衆消費社会におけるマスメディアのことです。 かつての共産圏などのマスメディアは別の話

です。 今の日本のマスメディアは， 国家権力の言うことを単に広報しているわけではなく， 自律的な一つの世界を構

成しながら作動しているわけです。

　では， 政治権力とか経済との関係は何かと言えば， それらはマスメディア・ システムにとって 「環境」 なのです。 も

ちろん， マスメディアも政治や経済からいろいろな圧力や影響は受けますよ。 でも， 私の理論ではそれらは環境で

あり， 同時に素材を提供してくれるわけです。

　仮に政治システムがマスメディア・システムの上位にあるとすれば， 政治システムを観察したとき， その中でマスメディ

ア・ システムはあたかも機械のようになんらかの一定したアウトプットを出す役割を果たすことになります。 広報機械の

ようなものです。 それなら， 政治システムがマスメディア・ システムの上位にあると言えるでしょう。 しかし， 現代日本の

マスメディアは， 政治権力によって容易にはコントロールできないと思います。 それは， われわれがジャーナリズムを

そのように， 一生懸命作ってきたからなのです。

マスメディアの公共性

― そのことに関連して，マスメディアの公共性とか報道の倫理性とかが言われますが，そのようなことは，シス

テム論とは別に論議されるべきことでしょうか。

西垣　二面性があると思います。

　一つは， 今言ったように， マスメディアを単なる政府のスピーカーでなく， 社会や個人の上位にあってきちんと動くシ

ステムとして歴史的に作ってきたということです。 あるいは， そうすべきであるという議論です。 この点は， 公共性とか

報道倫理というものと非常に深く結びついています。
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　もう一つの面としては，『基礎情報学』 における 「成果メディア」 11） という概念と関係しています。 成果メディアとは，

もともとパーソンズやルーマンが用いている概念ですが， コミュニケーションがコミュニケーションを生むときに， それ

らをつなぎ継続させていく働きをするものです。 マスコミュニケーションは， 基本的には 「テーマ」 をもとに， 継続発

生していきます。 例えば台風をテーマにニュースがずっと続いていくようなことです。 ですからテーマが成果メディアな

のですが， このとき関連して 「二値コード」 12） というものがあります。 マスメディア・ システムの場合， これは 「人気／

不人気」 です。 あるマスコミュニケーションが発生するとき， 大事なことは， 人気があるかどうかなのです。 大衆消費

社会においては， そういう傾向が現れる。 例えば， スポーツのスター選手の婚約ニュースを大仰にばらまく。 大記

録を作ったというならまだしも， 選手のプライベートなことなどどうでもいいじゃないですか。 ところが一方， 無名な市

民については， 交通事故で虐殺されてもニュースにならない。 これは報道倫理や平等主義から言えば問題でしょう。

そこでは人気があるか， 視聴者にアッピールするものがあるかだけが判断基準になっている。 はっきり言って， 売れ

ればいい， 注目されればいいんだということです。

　果たしてそういう現状は満足できるものなのか。 公共性や報道倫理という観点から見ると問題ではないか， そう問う

ことができるわけですね。 だから二つの面で関係しているんです。

３．IT革命と社会の変化

機械情報の洪水がもたらすもの

　IT 社会が進展すれば， 誰の目にも明らかなことは， 機械情報が膨大に増えることである。 誰もが情報の発信者と

して参加し， 情報の蓄蓄積もとどまるところを知らない。

　さらに， デジタル化された情報は， マルチメディア技術で処理編集が自由自在に行える。 本来別々の多様な社会

情報が， 機械情報化されることで， 簡単に新たな情報として再編され， 商品化されてゆく。

― デジタル化された機械情報が社会に与える影響をどうとらえていますか。

西垣　IT というのは， 機械情報を処理する単なる補助手段なのですね。 ところが， それがひるがえってものすごい

インパクトを与える存在と化す。 特に映像などのイメージの威力は絶大です。

　印刷物においては， 文章のロジックを通して対象を理性的に認識するということがまだできますが， 感性的な映

像イメージは身体に直接働きかけます。 イメージの氾濫は社会そのものを変えていくでしょう。 ビジュアルなものにひ

かれてわれわれの欲望が生み出され， 経済や政治の活動に影響していく。

　例えば， どんな奇怪な格好の衣服でも， 流行となるとみんながとびつく。 衣服ならまだしも， 思想的な偏見や憎

悪も同じなのです。 そういう動きが， いわゆる理性的な社会の崩壊につながる恐れがあるわけです。

　そして一番怖いことは， 機械情報の氾濫が人間そのものの見方まで変質させてしまうことです。 なんの意味もなく

他人の身体を傷つけたり殺したりしてしまう犯罪者は， イメージの世界だけに生きている。 たとえ犯罪を犯さないまで

も， 今やわれわれは奇妙な世界に投げこまれている。 機械的なビジュアルのもたらす幻惑的な現実―像の中に。

情報と身体性

― そのような機械情報と関連して，これから情報と身体性ということが大きな問題になるだろうと言われています。

すでに『IT革命』の中でも，「サイバー共同体」が成立する条件として，リアルスペースにおける直接の出会いや

対話の大切さを指摘されていますが13），情報と身体性については，どうお考えですか。

西垣　そのご指摘は， 最初に言ったように， 私の理論が生命情報をベースにしていることと関係しています。

　生物の体内に発生する 「原―情報」 はまさに海のようなものです。 その中から人間が情報 （社会情報） として取

り出すのはほんの一部で， 大半は消えていく。 ところで， 人間が原―情報から情報を取り出す装置あるいは回路が



6

身体です。 そのプロセスは， 身体と環境とが呼応しながら相互作用を繰り返す中にあります。

　もともと自然界の情報はアナログで， 意味解釈の自由度を持っている。 しかしデジタル化された機械情報の場合，

意味解釈の幅をできるだけ狭め， 斉一化すると経済的にも効率がいい。 ですから， 繰り返しになりますが， 日常的

に大量の機械情報に接する身体は， 意味解釈の自由度がどんどん狭められ， 同じような反応しかしない機械的な

ものになってしまう恐れがあるのです。 身体がいつの間にかがんじがらめに縛られてしまう。

　小さなアパートの一室でスクリーンを眺めながらゲームを繰り返していれば身体感覚が狂うのは私の理論からすれ

ば当たり前ですね。 その危険性を一般の人々はなかなか気づいてくれませんが。

マスメディアはどう変わるか

― IT社会になったとき，マスメディアはどう変わりますか。

西垣　マルチメディア技術の発達とともに，マスメディア情報自体，どんどんデジタル化されていくでしょう。 そのほうが，

編集や伝達， 記憶の処理がさらに容易になる。 大衆人気指向のマスメディアの提供する現実―像はもともと不安定

ですが， 目新しさを追っかけてさらに変転の速度が増大するでしょうね。

　もう一つ予想されることは，社会の合理性のレベルが相対的に低下していくことです。人間という生物は確かにロジッ

クにしたがって暮らしていますが， すべて論理整合的に生きているかといえば， そうでもない。

　口承時代， 会話だけのコミュニケーションの時代には， 人々の心をひきつけるような巨大なイメージがあり， 人間は

神話的世界の中に生きていました。 生物学的には人類が生まれて十数万年ですが， 口承の時代がすごく長い。

　それが 5000 年前ぐらいに文字ができ， その後印刷物が流布して， 一般の人が文字に基づいて， 合理的に思考

をするようになった。 過去 100 年から 200 年の近代化のなかで， 例えば， 法律や契約などもかなり綿密で細かい

ものができあがった。 細かいルールに従って生きていかねばならない近代は， 論理的な世界なわけです。

　ところが， 今や， レジス ・ ドブレ 14） も言うように， 再びイメージの世界になりつつある。 以前はテキストに頼って合

理的に世界を解釈していた人間が， 映像などのイメージに基づいて直感的に世界を見るように変わってきている。

マクルーハンが指摘したように， それはある意味では豊かなことです。 しかし一方， 理性的な判断が弱まるリスクも

あるわけです。 ビジュアルなものを求める人が増えたというのは， 主にテレビの影響ではないでしょうか。

マスメディアとインターネット

― 放送と通信の融合やインターネットの浸透で，マスメディアの形も変わりますか。

西垣　マスメディアは基本的には， 近代国家と結びついて発展してきたものだと思います。 近代国家はそう簡単に崩

れませんからマスメディアも残るでしょう。 しかし， 20 世紀の後半とはちょっと位置づけが違ってきますね。

　グローバライゼーションの時代に， インターネットがどう発展するかが問題です。 私はあれが， ある意味では重層的

な現実―像を作るかもしれないとひそかに思っているのです。

　マスメディアは擬似統合的なイメージを作りますが，インターネットは発信が個人的で多元的です。それだけに，様々

な世界の見方を提示できるかもしれない。 また世界に対する多様な発信源にもなる。 現実―像が多義性を帯びて

くる。 そうなればコミュニケーションに質的な大変化が起きるかもしれない。

　ただ，問題はたくさんあります。 個人は取材能力が乏しい。ですからインターネットの情報は歪んでいる場合がある。

歪んでいるということは， おもしろいとも言えるのですが。

― インターネットがマスメディアと同じような上位の「メタ社会システム」，あるいはマスメディアを相対化するよ

うなメディアになる可能性はどうでしょう。

西垣　インターネットがどこまで社会的な影響力を持ちうるかはまだ分かりませんが， 私は今， マスメディア自体が過渡

期にあると思っています。 マスメディアが作り出す現実―像への信頼感， あるいはジャーナリズムを通じて社会をリー
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ドしてゆくという役割からのずれということですが。

　ここ十年くらい， 一流マスメディアでも娯楽・スポーツの比重が圧倒的に増えている。 要するに， うければいいから。

若い人たちがマスメディアに期待するのも娯楽が中心です。 社会の悲惨や人間的な感動に目をひらくという役割を，

もうマスメディアに負託しようとは思っていないのではないか。

　むろん，これは視聴者のせいでもある。マスメディアと視聴者とは，ニワトリと卵の関係です。だから例えば，インターネッ

トの中にこの循環を打ち破るおもしろい発言が出てくれば，マスメディアがパッと目覚める。 同時に視聴者も目覚める。

マスメディアとインターネットが手を携えて， 豊かな言論界を作っていくには具体的にどうすればいいのか。 そういう問

題に本気で考えをめぐらせるべきです。

４．情報学の今後

― 今後のIT社会を考えていくとき，情報学から見て，どういう視点が必要ですか。

西垣　従来の常識的な情報モデル， そして機械情報の氾濫は， 一回しかないわれわれの生の意義の否定につな

がるということです。われわれ人間が，繰り返しえない，一回性的存在として今のこの瞬間を生きているんだということを，

もう少し真面目に考えなくてはいけない。 そういう生を位置づけるために， 情報というキー概念の根本的な見直しが

有効だと考えています。

　いわゆる文系の哲学者とか芸術家などの中には， IT 文明を非難する人が多いのです。 IT など興味がない， メー

ルも使っていない， デジタルは嫌いだと言う人がいますが， そう言える人は幸せですね。 普通のビジネスマン， ある

いは私のような仕事の人間は， まさに IT の嵐の中で生きていかざるをえない。 それが今日の文明なのです。 そうい

う嵐の中で， はたして 21 世紀の人間の生き方， 哲学というものはありうるのか， それを私は問いたいのです。

― 情報学の展開としては，どの方向にむかうのでしょう。

西垣　生物の情報処理に注目するとともに， もう一つ注目すべきなのは人間の作る社会的組織ですね。 人間が作

る組織は， 小さいものから大きいものまで， それも一時的なものから恒久的なものまでたくさんある。 そういう組織の

中でどういうコミュニケーションが行われていくか。 そのコミュニケーションを支えているメディアは何なのか。 文字の

場合もあるし， 携帯電話かもしれないし， 様々なものがありえますね。 IT によってコミュニケーションのありようがどう

いうふうに具体的に変化し， それによって企業組織やコミュニティがどう変化していくのか。 そこに情報学の新たな探

究分野が開かれてくるだろうと思っています。

情報学と小説

― 小説も発表されていますが，情報学とつながったものですか。

西垣　もちろんですよ。 情報社会論をやったり， コンピューターの研究をしたり， 小説を書いたりしているので， 他人

に多芸多才だと言われますが全くの間違い。 私は不器用で， 一つのことしかできない人間ですから， すべて結びつ

いているのです。

　理論はあくまで一般に成り立つ話です。 当然， 理論だけでは語れないことも多い。 今のピリピリする状況の中で一

人一人の人間がいかに生きているか， それを深くとらえるためには， どうしても文学しかない。 そのベースにはもちろ

ん情報学があるわけです。

― IT社会は，アメリカ的な普遍的進歩主義とも大いに関係しているとお書きになっていますが，普遍的進歩主義

にご自身は共感をお持ちですか。

西垣　生まれが 1948 年で， まさに戦後の近代的， 民主的な進歩主義の申し子みたいな世代です。 自然に普遍的

な進歩について考えてきました。 コンピューター研究者になったのも， 世の中の問題を情念ではなく数理的， 合理

的に解決できるのではと思ったからです。 そういう意味では， 普通の人よりはるかに普遍主義を信奉してきたし， 近
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代主義者ですし， アメリカン ・ グローバリズムの精神にひかれてきた人間だと思います。

　しかしながら， だからこそ， 今の進歩主義では文明そのものが持たないと危ぶんでいるわけです。 小説もそういう

危機意識から書いているのですが， とくに普遍主義の限界を， 『1492 年のマリア』 15） という小説で書きました。

　われわれは生物の一種です。 大脳が発達しているだけで， 特別な存在ではない。 大事なのは人間中心主義を

乗り越えるということ。 普遍主義は人間中心主義から来ているのです。『 アメリカの階梯』 16） という小説では， 主人

公が最後にアメリカン・ネイティブに一条の救いを求めようとします。そこでは人間中心主義が否定されているからです。

しかし， はたして昔の知恵が現代人にとって本当の救いになるのかどうかはわかりません。

― IT社会の未来は，必ずしも明るいものではないとお考えですか。

西垣　そうです。 しかし， まあまあのものにしなければいけない。 それほどひどいことにならないようにしたいと思って

います。

　そのためには， ただ IT を非難していても仕方がない。 理論を踏まえながら， 具体的な問題に取り組むことが必

要ですね。 その中から対処法が少しずつ出てくるでしょう。 アメリカ的進歩主義を相対化し， 反省的に位置づける知

恵もその一つです。 私としては， そのための第一歩として， 「情報」 を統一的にとらえようと試みているわけです。

 (よこえ  ひろゆき)

注 : 

１） 『基礎情報学―生命から社会へ』 （NTT 出版　2004）。 なお， 以下の注は， 特に書名をあげているもの以外は， 『基礎情報学』

の本文記述または注に依っている。

２） 「IT 革命後の社会」 『中央公論』 2001 年 1 月号， 『IT 革命』 （岩波書店　2001） 参照。

３） チリ出身の神経生理学者ウンベルト ・ マトゥラーナとフランシスコ ・ ヴァレラにより， 生命システムのモデルとして 1970 年代に提唱

された理論。 生命体は 「自己 （オート）」 を自律的に 「創り出す （ポイエーシス）」 存在と定義づけられる。 『基礎情報学』 はこ

の生命観を受け継いでいる。 　　

４） オートポイエーシス概念を社会理論に援用したのがドイツの社会学者ニクラス ・ ルーマン。 ヒトのおこなう 「コミュニケーション」 を

「社会システム」 の構成素と見なすモデルを導入した。 社会システムは生命体ではないが， そこではコミュニケーションが再帰的 ・

自己言及的に産出されている。

５） デンマークの生物哲学者ジェスパー ・ ホフマイヤーが 1990 年代から提唱。 パース記号論を基盤に， その対象領域をヒトの意識

だけでなく，生物にまで拡大し，「意味解釈をおこなう存在」 のなかに微細な細胞から地球規模の生態系までも含めようとする。 オー

トポイエーシス理論とともに 『基礎情報学』 のベースとなっている。

６） フランスの哲学者 ・ 作家であるレジス ・ ドブレが 1980 年代から構築中の理論。 「伝達作用」 における 「中間の媒介者」 の意味

について考察。 思想やイデオロギーの中身よりもその社会的 ・ 技術的な伝達の役割を強調した。

　　また， 21 世紀電子メディア社会に大きな影響をもつメディアとして映像に注目。 『メディオロジー入門』 （西垣通監修， 嶋崎正樹

訳  NTT 出版　2000） 参照。

７）ルーマンの社会学における近代社会のモデル。（４）参照）近代社会は，機能的に分化したサブシステム（法システム，政治システム，

学問システム， 家族友人システムなど） の集積としてとらえられる。 社会全体が機能の異なるサブシステムに分化していくことは，

かつてのような統一的世界としての社会が存在しないことを示す。

８） ルーマンの社会学では， 『基礎情報学』 と異なり階層関係はなく， マスメディア ・ システムは， 機能的分化システムの一つとして

並列に位置づけられる。

９） ４） 参照。

10） 1940 年代に， クロード ・ シャノンによって作られた 「情報理論」 は， サイバネティクスやデジタル ・ コンピューターと共に， 現代

の IT の学問的基礎を築いた。

11），12） 成果メディアとは，通常の物理的な伝播メディアではなく，論理的な機能をもつメディアである。 これは，あるコミュニケーショ

ンが行われたとき， 後続のコミュニケーションを特定の意味的 ・ 論理的な選択肢に導く。 例えば， 土地の売買契約のコミュニケー

ションでは， 後続するコミュニケーションには本来広大な選択肢がありうるが， 現実には 「貨幣」 という存在により， 経済的な地平

に極限される。 この貨幣が成果メディアの一例。

　　なお， 成果メディアを具体的に運用するために用いられるのが 「二値コード」 であり， この場合の二値コードは 「支払い可能／

支払い不能」 である。

13） 『IT 革命』 前掲書，163 頁～ 167 頁。 環境世界から 「情報的側面を切り出すのは，感覚器官と脳神経をそなえた “ 身体 ” であり，

その切り出し方は身体のありようによって千変万化する」。 しかし， 「サイバースペースの構築」 のためには， 「流動的な身体をいっ

たん凝固させ， 環境世界からの情報的側面の切り出し方を固定する」 必要がある。 これは， 「周囲の環境世界を固定した唯一の

ものととらえる行為」 であり， それを避けるためには， 直接 ｢ 身体同士が会う ｣ ことで 「無限に多様な切り出しを可能に」 していか

なければならない， と論じている。

14） ６） 参照。

15）， 16） 『1492 年のマリア』 （講談社　2002） の舞台は， コロンブスが新大陸をめざして船出したころのスペイン。 異端審問が苛烈

をきわめ， またユダヤ教徒がスペイン国内から追放された時期とも重なっている。 一方 『アメリカの階梯』 （講談社　2004） の舞台

は， 各国からの移民をはじめ多様な人々が暮らしていた 20 世紀初期のカリフォルニア。 二つの小説は， 時代も国も違っているが，

テーマには強い関連性がある。 現代のアメリカン ・ グローバリズムにつながる普遍的進歩への希求と挫折である。


