
瓜惟

（２）紙に'1Mすみ数字はＩｈｅＡｍｅ１．k･&１，Ｆ(》I･esIaI1(11,aperAss〔)じiati()11.

sr""ＩＷｔｗﾉﾉFfﾉ""油ゅ（WKIsllil噸to【1,1).C:N狐i〔)I1ZllF()I･“ｌＰｒ(〕(１１１(PtsAs．
ｓ()cialiOI1）からのり1用。

（３）文幾W論家１．Ａ・リチャード（LA・Richards,1960）「新評論」（New

Cri【icism）の創刊肴は杵、蒋驚のことを「・緒に苫える機械」と呼ん

でいた

（４）Bi1kcr,1991.

（５）ＨｉＭｋ､1999,p’192.

6）Ｉ雌換えのi『熊については、ＤＫ鴫ui〔1.1996b参照<

（７）Ｎ011.1996参蝋ソフトプレスの「ソフトブック」によって読者は毎
’１，ニューヨークタイムズを自分の電了･普聴にダウンロードできるｃ

(８クロニクルについてはhttp：ｓ“tc,comIl999juIy211参照。ガー

デイアンのウエプサイト（l肌11)：www･nGwsllI1Iimitcd･ＣＯ,ukI1999JUIy

211はiWIﾘjでそしてIliI雌に意欲的に兄えるつまり一般的なウェブの
聯微を持ち魅〃のあるサイトだこの章の股後で即時性と文書保管の

ＩＭＩ題をもう一度取り上げる。

（９）Ｂ１１削1,1945.興味深いことに、ブッシュはメメックスが情報の「成長

する'11」をコントロールすることを望んでいたところがウェブはそ

の成峰を加迎きせている

(l()）プロジェクト・グーテンベルグ、オンラインヒストリー（Pr()jecl

Gutenbe1･贋‘s()I】､linelliSI(〕ry）参照。hlIp:／www､gutcI】berg,I1et/his‐

１０】｡y,htmlIl999July211、プロジェクト・グーテンベルクはそれほど複
州.なプ1Jジ.低クトではないしかしかえってその方がよいかもしれな

い印刷物をデジタル形式に変換するさらに棋馴な戯みをしたことに

よって、ざらに慨雑なIIlIIulのあることがわかった。プロジェクト・

グーテンベルクはi'柵を１Ｍ純な文'r:の辿統として再珊集した｡つまり

多かれ少なかれ、，'|輔を巻物状に膿した。デジタルでの見せ方の改苫

〃法を探し求めている研究荷は、了'締がページ、章、あるいは別のわ
かりやすい形に分Iljﾘして|N成してある水､'iの理'１１が次第にわかるよう

にi<j:ってきた，これらをどのように処ｊｌｌ１すみのが・併よいのか、いま

だに嘘んに,淵１がiiuわされていゐ。

(11）RobCI･ｌＷｉＩ<､I1SkyilII'１℃leXlF,《)1.11,,1997参照。

(１２）雌近行われた公立Ⅸｌｆ１ｆ館への戊献で雌も話題になるのがゲイツ財剛
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マンデピルの理想的仙会あゐいは姉の典には階級ﾙﾘ庇が欠けているこ

とを忠れている，マンデピル１１ｹ代の災liilは、妹の肌のように、女王に

よって支配されている商皮に''１造化された社会だった）

(40）F1IklIyama訓1dShulsky(1997)は、仙念的な熱心さは『自然ｌにつ

いての訴えの険によくI思れることがあると指摘している。ふたりはこ
う続ける、，断度な適唯力を持つシステムにlMJする研究は、

｢非湘二'】：唆に術んでいるとはいえ、ややもすると'111述った応用の

きれ方をする､l能性がある……ﾘI災に雌づくｲ:ﾄ学的な仮説から問

定化された社会的戦.侭に変えられてしまう……。多くの現実世界

の組織が完全に階級支配の衣い枠組みで実際に巡常できるかどう

か怪しいものだＩ(1).８）

‘１１守比級欺的成災と算術級数的成災とのこの闘いは縮３章で誰鯖した

テクノロジーと人Hll社会の成災についての凝議に反映していて興味深
い

(42）辱比級数的成腿と祢術級数的成圧との棚克には、水蒋雄３歳におけ

る技術の発腿と人'111祉会とのかかわりをめぐる議論が興味深い形で
影郷している。

(‘13）社会学好のブンソニー・ギデンズは人Ⅲl社会への影靭の頑要性を久

しく強潤していた人IⅢの反応性についての強調は「より柔らかな」
社会科学だけに隠れているのではない。それはあの資本家ジョージ・

ソロスのＩＭＩにも、また「モラルハザード」といった理解しがたい経

済間胆にも現れるこのlえ応性の抽澗を人lIIll:会の脱明から排除す
あことが非州に危険であることはllIl述いない。

(‘I‘１１spen〔icrnIldGrant‘1996‘P,９，

＜第７歳＞

（１）ビットは生蝋環境に刈・してはやさしいが、もちろんコンピューター

（.こそうではない。欧州共同体は州卿的な（↑雌迩1.側器からの膨i鋤

にi1Mする伽）腿,'#を発している。つ蛍り製造肘はコンピュータごみ

の|M1脳を抑えるために施襲後のリサイクルを寸為資inを取るというも
のだ（Ｗ1.,011.1999）
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原注

(2‘I）Campbell・KellyandAspI･ily‘1996(ink〕rInHlU()I1syslcms)およびＹ狐Cs，

１９８９(docllmeI1mIi()､)．

(25）このマトリックスのアイデアはDanA1perI(1985)による大学に関す

るモデルをヒントにした。

(26）Marsh311.1916‘p､269．

(27）たとえば、Porter･'998:Sflxcnkm‘1996を参照。

(2S）MarshnI1.1916.1)‘271．

(29）SaXenian､1996．

(3()）ＶｏｎＢｕｒ鯉mdKcnI1cy‘1.11行i州lＩ|'、ｌ》.12．

(31）Marshallp､272:SaxeI1ian‘1996．

(32）Mounicr-KuhI1(1994)によるフランスのコンピューター産業の分析

も|‘化ような結倫に雌していゐ。

(33）KcImcy81【１．Ｖ〔)I1B11１．K,1999‘

(3‘!｝伝統的な術徽ではﾉ喰な企絢.ＭＭ化し、小きな企撚は機敏だと鯵

える。小さな企業が機敏なのは火企雛に比べて内部でのつながりが

強固だからだ。もしそうだとすれば、小企業とそのメンバーはつなが

りが強問なことから来る菰荷をすべて汗負わなければならない。なか

でも特に師I塊Iiの欠如だ社会学静のアンソニー・ギデンズ(AmhoI1y

Giddensol990)は面う「必然的に剛ｌｋ化にIhlかうことよりも、（公式

の）組織は自律性と自発性を発押するfiri域を作り出している。それは

実際には小きな築団の中では炎現するのが蝶しいこともある」（pl3S）

(35）Kogut,Walker,andＫｉｍ,1995．

(36）Kenney3ndvonBlII･贋.1999,

(37）この「航の見えるコミュニティー」という胃熊はWilliam(1973)か

らリ|用した。ただし'シイリアムはここで述べた愈味では使っていない‘

(38）Marshal1.1916,p､273．

(39）これらの談論すべての父はオランダの心〕'|峠背から哲学背になった

バーナード・デ・マンデビル（BCI･IMlI･ddGMflndCviIle?１７Ｍ）だ。１Ｓ

世紀に『妹の棚‘1冊、あるいは'１|人の悠徳、公共の利益』（”〔，士勘雌

〃/『加批'““ﾉｹｗ<'断､“ﾉﾔﾉﾙﾙＷＭｋｗｆ]伽）というすばらしいｲﾐ

を件いた。マンデビルは峠の巣の例をリ|いて、側々の妹が他の蜂の典

求を聞くよりもｆ1分の欲求をi,M1たそうとすることで雌典の社会がﾉｋま

れると説いている（マンデピルの功紺を継水する人たちはおそらく、
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できるピンの政は20本と兇硫もった労働をいくつかのＷリエ側に分

ければ労伽細人叫たりのﾉk産1M;は4s００本になる

(１１）Beckどrzln(１Ｍ111.1)hy(1993)は、ここでの巡拙の1111岨は分蕊の範mIを

制限していると述べている

(12）BeImisaI1dBicdcl･maI1J997.p､78．

(１３）jac(》bs《)ｎall(llIillki１．k.1986.pl).69-72．

(Ｍ）Ｖ()I1lllIr岬l】1(1Ｋ(､1111(､y､|:111州{ⅧｉｌｌＩｎｐ､１６．

(15）Lcslcr,1998.1)‘１２(){こり|川きれていみ。

(ｌ６ｊＰ八ＲＣにおけゐグループの描写は炎体験のコミュニティーのそれ

とよく似てぃ為ｉｌﾉf究粁の中心人物のひとりアラン・ケイはこのグ

ループのダイナミックな活動をこう表現している。「強いバスケット

ボールのチームのようだ稚でもゲームの最初から股後までプレイす

るﾉJがなければならないそれぞれが他のメンバーより典休的にすぐ

れたものを排ち、しかも誰もがどんなことでもきちんとこなせる〃を

備えているはずだHillzik・'999,pl6)。そしてマイケル・ヒルツイソ
クは彼らをｌ交智曲を作曲しながら同時に練習するオーケストラのメ

ンバーだ」と訂っている（同、ｐ,225)。ヒルツイックの描写はこうし

たグループの''１における知蹴の生潅と活川がほとんどIlil時に起こって

いることに柵Ｉしていあ

(１７ノＳ・Lcvy､199‘1にﾘ|川きれている‘

(１８）Ｃａ１．１t()11,1997．

(１９）品も'１t婆な組織としての意思決定のひとつ、ハードウェアとソフト

ウェアを統合す為という決断が20年たっても大論争の的として拠って

いゐアンプルの戦略にとって'''心とな為郁分にもかかわらずだ･そ

れがアップル成功のもとだとi狐する人もいれば、失敗のもと、ある

いはそのImi〃だとi雛する人もいる。とりわけ、ソフトウェアとハー

ドウェア間〃の'1堺で生きるという決断によって、アッブルはその片

足を利益期加の世界、そしてもう片足を利益減少の世界に突っ込んで

いる。

(２０Brown‘1991．

(21）Porter(1996)が、ⅢIf補充的条件のもとにおける組織を扱っている

(22）ROsenbcI･鷹,199‘１．p､l‘13．

(23）Ｃhandle【.､1977:Ｋ()1.1h.1981も参照。

]易･’



原庄

察をぢえつくのはゼロックスにおけるレソプの化Ｗの一環だしかし

これらの洞濃をレンプのデータベース用として文字にした秘映典にす

るのはまた別の｛I:､｣『で、それはレンプにとって必ずしもiWlIiな作業で

はない。

(39）WeiCk‘1976,

(40）ここで{よｌＩｌｌ雛」を鋪２章で慨税した肝黙のｒ卿という愈味で使っ

ていＺ〕。

(‘11）ＩＩａｍｍ(１１．;111(IC1M1ml)y,1993．

(42）SitkiIIaI1(IS1ickcU996．

く第６爺＞

（１）ＡＩ･lUroP6rCzReyes教授とのインタビューＮ狐i(〕nfllI,ubIicRadio，

ｊ'んﾉ”暇及/W/b"・３ＪuIlcl999．

（２）‘１世360()〃ドルの出所はInteI･I1etlndeXl4(July)l996IOI11inCI･hltI)：

ｗｗｗ,openmnrkct.c()ｍ,illtindex』96-07.htmll999Ju1y211‘商務村推計

はI1tlp:'/www･ecommcrce,ＲＯＶ/pressrelease・htmIIl999JuIy21]によ
る｡

（３）Ｇ１ＩＩ･lcy1l998，

（'１）このミーテイングに閲して人並の倫文が（》ﾉﾙ血"ﾙﾉ』1ﾙﾉ""“"(wイ

ノＷ１火心'1',Ｓｐｌ･iI1Kl998の将別版に禍戦されてい論。

（５）Smill】、n(1Alexander,1988.

（６）０℃()nn《)1..1999.

（７）Wil§011‘1955:j,Whyte,1956.

（８）均髄化が災跳の''1でもっとうまく行っていたら、おそらくメンバー

に対してコミュニティーに参加するあるいは形成するようあれほどま

で奨励する必喫はないだろう。

（９この点からすると、組織はｰ想像上のコミュニティー」によく似て

いるいI1dersoIl､1991．この概念の譲誇ついては鋪７京参照）人は自

分自券がその組織の柵成員や靴識のアイデンティティーの・部である

ことを川＃¥している。ただしそれが商じて個人的な地域に対する換

粁を壊したり企梁の多Mi性をﾙﾘ限するようなことは永い。

（10）アダム・スミスの|茸l禰論（Smith､1937）はピン製辿fi･のｲ祁な,Ｉｌｊ述

から始まっている。スミスは労働者が１人で作業をすれば１１１で製造

j邸



見通しが全く立たない

(27）オーはゼｕソクスのレップを、たとえばレップ全休のアイデンティ

ティーの発腿という戯味で皿解している。しかし同社はしばしば、

レップが育てているアイデンティティーはあたかもゼロックスの従業

員のそれであるかのようにレップに対して語りかけていあ。このふた

つの述いははっきりしているだろう。

(28）Ｄ１℃lskc‘l98L

(29）Ｂ&llc5ol1.1972．

(30)Hayck,1988,1)I)‘11‘1.16.ﾊｲｴｸの求推は基本的に､あらゆるものが

社会的であり、したがって｜社会的」という言葉を付け加えても何の
目的も采たさ瓶い、ということだ。曜近のハンナ・アーレントについ

ての沸諦ではアーレン|､があまりにも気まぐれにこの言染を使うため

に、それがほとんどと'ん鞭噸味にもなるという議論を展1Mlしていゐ。

この諜栴のタイトルは７ﾙ(･』”ＭＦ〆功ｅＢﾙｸﾑ･ﾉｿ17"""ルIﾉ画ﾉ"店

の"C”r〆ＭＦＧ,Sb”ノ（Pitkin・'998)。このタイトルにあるｂｌｏｂとい

う言葉はアーレントの「社会的」という言葉の使用を象徴している

(31）まず思い出すべきなのは、箭うまでもなく、クルーソーが小説の駿
勘人物だということだ

(32）Ｍ瓢.x‘1947‘I》..18‘

(33）ＳＩｌｒｔｌ.e,1957、WIlrn〔)Ck‘1960‘l〕P‘127-28に引川きれている。

(34）病気の祉会的性格について示唆的な縦倫についてはFeenberg(1995）
参照．

(35）これらの例については、Ｉ)〔)1.01ｈｙＬｅ()Ilard､BartOnaI1(ISilVkl

ScnsiI〕er(1998)とＫ〔､l】I1cIhAl･I･《》ｗ(198'1)のそれぞれから引Ⅱlした

(36）｜猟対|り胃Jミュニテイー」についてはｗｌｌ１Ｍ縦1IMI】伽】〔IBIll･ley(1984）
を参照。「N・公的'11:界」についてはSlmusS(1978)と次琉を参照。

(37）メーリングリストとは、ひとつのアドレスに送るだけでそのメン

セージがリストに列肥したすべての人に対して送信される電子メール

のリストのことノくきなリストのメンバーは他のメンバーが誰である

かほとんど知らないリストによっては躯雄荷が承秘したメッセージ

だけが送僧きれるようなⅡ:組みにしているものもある。

13s）よく見えるコミュニケーションに対する笑求はそのコミュニケー

ションに対するiIt付となる。それをもとに秘訣集が書かれるような洞

]２０



原流

川しながらもテクノロジーを'''心的な洲胆にするのにはやや慎]Ⅱに

たってい為。「ナレッジマネジメントは1W報とＷ【''１知撒を体系的に強

化すゐことで、組識的な革新や応特性、生販惟そしてコンビテンシー

の削発やIfll上を狙っている」（hllp://ｗｗｗ‘lolus.c()ｍ/１，()ｍｅ.nsf/ｗｅl‐

ｃｏｍｅ/kmIl998,DccGmber201

(ljl）Ｌｉ１ｖｃａｌｌｄＷｃｎ質Cl･‘1993．

(１５）たとえば、Ｋ湖･iIlKn()１．１.CetiM(1999)の研究〃ﾙＷﾉﾉ成・αﾉﾉW"Y』Ｓを

参照。

(16）Ｇ狐Cs､1998におけ為ハートのインタビュー。

(１７）RyIe･'949．

(18）艇後の例は理論と実体験の常識的な巡いを蔵してくれる経営の理

麓家はⅧ'１家だ。ただしその実体験は理詰化することの実体験であ

り、一方総徹什の実体験は経侭するというﾌﾐ体験だしたがってそれ

ぞれには辿った「ノウハウ」がある

(１９）Mil1cl･K1ndGildca,1987．

(20）WhalcI1andVinkhuzenffbrthcoming．

(２１）ｊａ(､ｋＷＭｌｅｎｌ６Ｊｕ】1e･'998におけるの飛什に‘k為インタビュー。

(22）Ｐ()l(lllyi､1966．

(23）１)ickOI1s(1969)l)‘１．この文Ｗ>|IliI'|さには、￥･え為11W物のり１１を形成

しようとしていろのに、グラッドグラインド氏の冊にひとつも'1蝶が

なく、‘獣兇と脂間があるだけ、ということもある。

(2‘l）Bzmdyopadhyay,1989．

(25）BandyoPadhyay､1989.P､45に引川されている。

(26）人がｲI郡で利川するテクノロジーは、学判するためにI蹄i･されてい

るにもかかわらず、この砿の破壊的孤独を』kみ出すことがあまりにも

多い間分たちの{I:串がどこに向かうのか、その・瞳味は何か、ある

いはなぜそれが璽要なのかが億とんどわからないままに終わる。２年

lii，ある若い建築家がアーキテクチャー誌に記１１を沸いてこう主張し

た。ＣＡＤ（コンピューター支援設計システム）のマシンの前でｌＨ

過ごしていると、処第の実体験に|Ｍ１して何のjIlﾘＷもiM！られず、クライ

アントから処難物につなが』る道筋も｣,,Lえ熊くな為。火行してい為こと

は｢Iの前の'1:jjFだけで、ひとりでいるとどうしてその'1:､ｊＩをしなけれ

ばならないのか、あるいはその役割は何かということに対して本物の

3２７



（２）Donki11.1998‘

（３）マイクロソブト・エクスチ巣ンジのウェブサイトで、マイク画ソフ

トは以Ｉ1賎１．+Ⅱ手のロータスを、時代遅れのグループウェアのブラン

ドを変えただけだと非雌して過激化するナレッジ戦争での正当性を主

張した(httI勝ｗｗｗ･micr()Son､CO、/exchangc‘'community/lolUskm‘

aspIl998､Decfml〕c１．２()I．これに対して、、－タスは同社のグループ

ウェアのラベルを炎えたことを,12めたものの、それはただ11-タスが

粥にｿ･レッジに|Ｍ１心を捗っていたことの現れに過ぎないと剛l↓した。

｜しかしナレソジマネジメン１，はｉｌ１も‘W『しい概念ではない。ロータス

が長年かlﾅて取り細んできたものに対して、今までとは別のレーベル

を付けたに過ぎない｣、（http://www』otus､com/news't()pstol･ies.nsル
ald792857d352f63852563()｢()()'1ｅ７ｆｌｂ８，“02468b55eOS24b85256598()0'１

a827d?01)cnl)《)cumcI11Il999・J1Ily21I

（４）第７瀬にある側辿したＩ水路」のＩ漁えをした､羊細な縦畿を参照レ

ディー（Reddy’1979）がT濁ように、これらの賎えによって傭報につ

いての謀議で意味づけの問題を簡単に無視できるようになる

５ShaImon【lndWeaver･'964.

（６）DavcIlI〕orLnndPrusKIk(1998)はフォードの例を引いて「企瀧の肥憶

喪失」を船った

（７）ＡｍｉＩｌＲｌｌｊｉｌ【1牧授、．IMK1nzlgiI1gKn【)wledgelsLateStBusinGSSBuzz,”

1998に引川されている。

（８）Stewart,1997,p､88.

（９）Lcolwd同Ｂ２l【･ｌ０Ｉ１・'995,p‘７．

(１０）Colc､1999.ch､８．，‘八(k〕I)lioI1,八(I【11)lnti(》11.ｌｌｌ１〔lRcaClionillIlcWlclＩ

Ｉｊｉｌｃｋｉｌ】･(l'，参照“

(１１）これがこのi１冊の．-･般的なi肝られ〃だ。（〕.I)ellandGI･ayson(1998)は

テキサスインスツルメンツのＣＥＯ，ジヤンキンスに対する発両を熱

り返している。つまり「もしＴＩにＴＩ自身の知っていることが何か

がわかっていきえすれば」これはIIPの会催プラットの「ＨＰにＨ

Ｐ自身の知っていあことが何かがわかっていさえすれば」という農ね

をした発‘↑になった

１２）．ManngiI鴫KnowICdRGIsLaIes【BusiI1essBuzz,'’１９９８．

(13）ロータスは何じょうに悩慨への転換をしたが、その際専門知識を応

]ﾕ８



原注

状況や契約荷偲人の他ﾙＩ状態がさまざまな特殊性や勝兇性をもたら

すにしても、クライアントの個人的な必lとを組織が力j応できるように

噸っている一般的なカテゴリーに愛換することによって、処〕''1111､l1fHi

は噸客と自分のヒロIのll1li〃を紬1M.させる努ﾉjをしながら川りの蝋境

と会社との間の距離を測っている。

(33）５．５というキーが、つまり５でもなく６でもないキーが砥荊のボタ

ンに必要だと前っているようなものだ

(34）Suchnw1.1996,1〕､415．

(35）雌折的な耗済学は定剛的な仕ﾘIを脈し<漣祭する。ステインチコム

（S[inchcombe・'990）もそうしているそのアイデアについてここで

学習する。

(36）しかしプロセスの視点からす為と、組織のメンバーは２孤瓶のカテ

ゴリーに分lナられあようだ侭とんどのメンバーは定期的な{l:1Kに従

うよう求められる。一K|;のメンバーは、たとえば(il｢究|}'1発、企難戦雌

といった部料のメンバーは卿拠応変に(|:'｣#することが期伸されていあ

しかしここでも現実の化覗の上では、ものごとは簡単に割り切れない

たとえば研究案のメンバーはその臨機応変の仕覗を会仕の定耽|りな(ヒ

リドに結びつけるやりﾉﾉを身につけなければならない。これができない

と、そのせっかくの研究が会社とその日撒から遊雄してしまうことに

なる（この研究活動における緊弧については第６草で錠錨する)。

(37）この種の処理はレイプ（LavG,1998）が研究した買い物客でWjらか

になっている。

(38）IIammeI･andChampy.】993‘

(39）Ｆ八Ｑとは、「よくああ剛11（｢１．e(111《､I111yalsIwd〔luCSli(〕IIS}｜のこと‘
(‘!()）アンドレア・ホーネットの縦,附く,鮒ﾉ'轍でのプラクテイスのネット

ワークについての推論を参照。

(‘11）Granovetter,1985,p,502．

(‘12）ElIenOIConnor・'999.

＜第５噸＞

（１）httl):．,ｗｗｗ・micr()S〔)｢1.ｍｍ(Pxchm畔ｃ()mmuniい･lo1uS-km.【ISI)119

９８．Deccmber20];http:′ｗｗｗ,micI･()Son.“mmcsp,‘CCI･eso､hmlll99

8.1〕ecember201

混り



ウェアの中にあるＩＭＩ題を意味することもあるしかしコンビ柔一夕－

のｻボー ﾄ担当荷もこの冨熊を使ってIHI皿に対する洲iを税lﾘlするこ

ともある。バグを修1EするためにはソフトウェアにＦを加える必要が

ある。あるいはその問題点を解決するためユーザーとの協刀が必要に

なるかもしれない．それはほとんどの技術音が認識しているように、

解決しなければならない蚊も』1t要な川胆だバグについての見解はプ

レソト・ペティコードの拠りFをリI川したＡ)('"蜘吠鋤'α･人やw,Ｎｗ

池･Ｉ化z'１()Illill(､l‘2‘1Ｎ()ｗｍｂ"･'998‘hltp:／ｗｗｗ“r(》up急.c(〕ｍ/list′rre

ll999J1Ily211

(26）ツールとしての知繊の概念についてはLave､1988参照．

(27）レップの1吋線的な仕組みによって、Ｉ|iなる‘|lIi報の典積の中から自分

たちに必要な話を見きわめ為．たとえIlIljﾉﾉの「{洲(ｌの内容が同じで

も文諜から|と1分たらだけ㈹1M派を手に人れらｊＬる

(28）発兄と袖すこととをこのように分け為ことで、術をすることの敢叫

さが確かによくわか論。たとえばI|門をしでぢえをｉ１Ｉｌｌ川に伝えようとす

る過程で、その講し手がそれまで門分が皿郷していなかったことに気

がつく掛合もよくあるのだ。

(29）雁史学者のブライアン・ストソク（BI･ianS1ock､1983）が指摘する

ように、胆統派の人とⅨ対特がliilじ緒を共存することがよく起こる

１町将を分けるのは解釈だストソクについての誰総は第７職も参照

スタンレー・フィッシュについては鋪s荒

(30）ToulmiI1‘1972,p､35．

(31）OIT･･1996,p‘161．

(32）バウカーとスターの砿災な研究（BowkCI･andStar‘1999）を参照。

EtieImeWen照Ｇ１.（1998年）の傑険Ii伽k処juluについての研究が、この

許式記入という一jlL定u的にj,LえるⅡ:'１Ｉが災はきわめて難しい作菜

であることを明らかにしているウェンガーが強洲しているのは会社

に入ってくる怖報の極めて無秩序でぱらぱらの流れの中から秩序と。

批性を作り出そうと処蛎'1,11粁がivf労しながらそれを定jM作業に落

とし込もうとしていゐ.咋定ｊｉｌ的な努ﾉﾉだ処恥'1､'1州よ、礎!|ﾘ的か

もしれないが火隙のところＷ#‘|亀的に定ｊＩｌｌ的なlk1liとは何かを常に

、lUlljiする必要がある一方で、わかりやすいかもしれないが特に注愈を

する必要があるのは何かを判断することも求められている。ｆfかれた

３３Ｃ



匝沈

(１５〕１１;１ｍｍ“1996,p･'１７．

(１６）人を忘れたプロセスの視点は、業務プロセスのりエンジニアリング

が維済的街,ドよりも人的資ｲﾐを冷稀に恥祝していると一部の評赫家

が指摘しているものだろう。「頭を空っぽにしろ」という‘１.熊にはこ

れまで稲み上げてきた人的盗本に対する間心があまり鵬じられない。

(１７）Ｗ【lIsIlfuldBzlyIM,1995．

(18）（)】･1..1996．

(19）スタンプ･(－ドノ<学、職jﾙ猟境祉公学.儲のステプ采ン・パーリー

（StepI1enBIlI･ley,1996）によれば、これらのレップはいあいろな噸味

で折しい知戯労働者のモデルだ。ひとりで働き、尚度なテクノロジー

を持ち、広範IM1の惜報源に支えられている

(20）ハマーも技術レップについて談論するが、予期しないことを理解し

たり対処したI)する能ﾉJをほとんど評価し廉いその堆本的な主張
はりエンジニアリングこそがレンプの力になっているということだ

(21）当時、文111:溌刺･はほとんどが紙で保撤されていた。しかしデジタル

化のちょうどよい時期だった。

(22）01.1..1996‘p､１．

<23）鮒】畷で触れたように、１洲l時代での帥き方についてのさまざまな

ｊちillllが'１１促としてい為のは、人は州1ﾘ不'１．能だがマシン(よｌ１ｊ､能という

ことだ。

(24）われわれが父に入っているのは人気の弛子メールソフト、ユードラ

が出すメッセージだ。ときたま出てくるのは「誰も|Ｉ}きｴ「は戎ててい

ないだからタイプをやめてもいいよ」あるいはよくわからないエ

ラーレポートに続いて「何もいいことないよｊ

(25）レンプはまたマシンを理解して噸客にその'111岨を脱明しなければな

らないきちんとした納得のゆく説明ができなければ、レップ脚身や

マシンそして会社に対する顧客の信用をつなぎ止めるのは難しい。

「文杵資料にはありません」というセリフはどこの現場であっても受

け入れられないオーの誰論はこうだ。レップもマシンがパーツに過

ぎない社会システムの''1で肋かなければならないそれはこのような

仕ｌｊ｢にIMLいているほとんどの人にj随IDすあ｣j↓兜だ．この現‘ﾉﾐをコン

ビざ側.－ター技術勝がＩバグ」問辿を戎現す為のに使う‘i･卿昌兇ろこと

ができみ。これは1ｍ白いことにたくさんの意味を僻っている。ソフト
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（２）経済学苫のステフェン・ローチの推,１１．では、に柵の投費にもかかわ

らず1990年代の桁報技術が生潅性の向ｋに対して記録したlr献度は

約０．１６パーセントに過ぎなかったこれは1980年代の画献度よ'〕も

低い数字だった。Lestcr､1998,pJ0参照ｃ

（３）「ネットワーク社会の勃興」でＣ&1s【e鵬(1996)は理想的なフィード
バソクのことを次のように覗いている

｢ネットワーク化され尚度に{'１亙依IfIEしていあ経済が現れるその

テクノロジー、知拙そして継僻におけ為巡鵬をテクノ1Jジー、知織

そして維常そのものにどんどんIMIできあようになる統済だ。こう

した良循環は、何じょうに刺|'|りな組織の変化が生派性や効率姓の

一・l餅のｌｉ１ｋに紬ぴつくはずだ」

(‘1）ITammel･andChan1I〕y‘1993.「ilIlえ去らない危機」という,｣.蝋はｌｌｌｊ

許（l〕.７）による。

（５）ShaoJ995．

（６）Ｂｌ趣TaylomndRandle1998．

（７）たとえばGAiはサターンのラインを作るときﾉl稚過綴を効果的にリ

エンジニアリングしたけれどもIiﾘ社はそのために何十似ドルも消剖

する覚悟だった瞳SlI･&1ssmall11(1997)はＩＴ投資とその成果との柵関関

係はあまりないと指摘している

(８ナイネックスはリエンジニアリングの過樫でぃ従業員を25％削減し

た。“Re-eI1鷺ineerin悪Eur()pe,､’199‘I．

（９）Ｉ)oCoCkaI1dllipkm･'997．

(１０）Silbel，Ｌｅ雛e1..1998‘p‘62に引川されてい為

(11）Marc11,1991,1).111．

(12）Wenger､1998．

(13）ウェンガーによる｜Ｃ,Ｆ・＆Ｊシング」の解,1兇を参照（WeIlger,199
８，pl〕､35-38)。そこでは硝求処理狐､'1什は,,ドしい,i兇Iﾘlもないまま、会ﾈ｜

の計恥tに従って激′i』を伸作すあj:うに州,ｋされてい為。

(14）Ｄ;lvcnI)()1･(‘1993‘I).12参11M。｜ﾉ<針|;の'１１世にI‘lその機能|川のプロセ

スが以映できないために、多数の機能を＃蛾Ｍしていあ,域ﾙの人だけ

が、進化の機会を見定められるのかもしれない’

ｽｽｭ



原浅

ノk潅性の怒成長はほぼ全而的に金利がＩ;《閃だと主扱している。

(35）WclIs､1902.ナイフ‘ガラの滝に側するコメン1,はWell烏‘】986にある。

(36）EnRelbarl，NfllionalPublicRadi〔》ｌＨＭ[J、"暇jEWWﾙ"ﾉ.１１１”“mbeI・
’998でのインタビュー。

(37）Ｄ<)wncsKll1〔lM11i‘1998,1〕.29．

(38）このi縦肺は人'111性の論理から情+'１の論理を切I)帥す()うひとつ別の
ケースを促,（している（鰯lfif参照)。人'111の成｣とで(‘Lなく、テクノ

’１ジーの「幾{''1級数的」成長をIiIfが刑Niしているのか''1ﾘlUrすゐのは|イリ

雛だ－テクノロジーがそれ自体の標辿を設定できなければ。

(39）Carey･'989．

(40）Mokyr,1990．

(41）この髄ﾉjとコンピューターの発展は発明から進化へのどこまで行っ
ても附砿なプロセスにある何かをﾉくきなスケールで示しているこの

Ｉ川にテクノロジーは社会に受け入れられ、壮ﾉこなブイデアが形を雄え、

実Im的な利Ⅱl法が|H1発される。インターネントは社会に溶け込むまで

２０年以上が必嬰だった。まだ成長の余地が残っている。進化について
の紬胆は鮒６車で取り上げることにする。これらの'''1地は「尚度な」
テクノ１．１ジーだけを悩ましてい為のではない。卿KIのWhMi「プロスペ

クト」i雌にJ:為と、災lKIjm雌竹の川究でボールペンの先Iﾘlからその唯

川までにかかった時川は58ｲ|§lNl，ジッハーは32年であることがI肌)か

になった（/,lmSｿﾘ“r’５Januaryl999,Ｐ５)。

(42）崇庭での社会資源の欠落は、認識されることはあっても十分理解さ
れることはないこともあるだろう。節４歳で述べるように、ブリ

ティンシュテレコムはホームオフィスに人の鮒し７krの猟境帝を流して、

ｌ‘１社の庄宅勤務締の孤独を解消しようとした（WIllsil;lndBayma‘

1995）

(43）その電話をﾉkみ出した実験では、ベルはそれまで実際にはずっと電

報の利川を示そうとしていた。電報以外の使い方を発見したのはほ
とんど偶然だった。

(4,1）Ｐ()()lGlfl1,.1997:Ｋｌ･auI,1994.

＜鰯'１軍＞

（１）ＩｋｌｍｌＩｗ】･’1996,1).17‘

３ｍ



あったけれども、それを没そうとした結果、ＩＳＰからは次のよう瓶

符えが返ってきた私と，ものソフトウェアをお使いにならないのでし

たら、あなたのテクニカルな問題解決のお手伝いはいたしかねます｣。
(18）Dix,1991．

（１９）恥噸er‘1999．

(20）AndcI･{《)11.1998.

<21）Ｄ“I)iI13KI1ISikl1k脂、Ａ】ｌｄｅＩ･(011.1998に引川されている

(22）BriInd‘199‘1．

(23）’ンインドウズ95が源入された当時、一部の人たちはこのインストー

ル作梁が米lXlの全IRI的な/k産性を減速させるのに此職するかもしれ

ないという危洪を持っていた（F】･iedl995)。

２４）Strassm【1,11,1997.p､77.

25）Ｔｏｍe1.,1980,P､215‘

(26）Mun〔lic，Ｉ肋t>ｄ６’12(Ｄ“ember)1998に引川されている

(27）この家族は勝い人たちのﾉ｣鼻活の中で忘れられている「注意散換」の
例だ。ホームオプイスについての意見交換では、家で渋い象族の一旦

と付き合いながら{kIlfをするのがどれほど厳しいものかがよく見落と
されゐ

(28）（)(Ilyzk()‘1998,「マイグレーシヨン」という‘.↑蝋‘jk、’1'味が時代巡れ

のソフト'ルアから呪ｲI;のバージョンに変災さｊＬ器)プ11セスを炎』け

るためによく使われる。この言葉はきちんと荷造りした大型トランク

を持って、波止珊で約束の地へ向かう客船を待っている人々 の湊を想

隙させるかもしれない（マイグレーションには移足という意味もあ

る：iUl肴北）しかし技術的なマイグレーションの現災は襲いかかる

股略将から,ifの身滞のまま逃げる難民の飛行機に見えると百つた方が
あたっている

(29）Berger・'999．

(30）”"Sr極“ん【"77汀/､３０ApriI1998．
(31）Jar《〕雌lndRaい､‘1995,

(32）Ⅲ&Irris･'99‘1,1〕､２．

(33）Ｉ)&wid・'99()．

(3‘|）Ｌ〔)uisUclli1〔､11G.‘'Pl･()〔Iuclivi〔ｙＳｃｔＦａｓｔＰａ“ｉＩ１Ｌ;1Ｉｏｌ９９８‘｡’ﾊﾔ､11,

）ｂｆＹｆ”"“，l0Febl･uaI･yl999､ＳＣＣ.C,p､１.Stl‘…,ni1I1Il(1999)は雌近の

刑４



原注

そこにはＣＢコマーシャル／トート・ウイートン・リサーチによる空

きオフイスヤ１１洲が戦っている

（５）Lyon,1988.

（６）Forest“1988.p229.

（７）EdwardsandField,IIPndry,1996.

（８）よく繰り返し使われる‘1100〃という故'猫はパシフィソク・ベルの凋

王によるものらしい｡ｊ皿;会礼は必ず災距離辿勅の促進に強い興味

をﾉす。

（９）Val･maetaい998参照｡

(10）Dix･'9９４．

(１１）Berger･'999．

(１２）Ｃ()uI1cil〔)I1E11viroI1n肥nmlQllnlily‘１９()3‘〔･１１．７．

(13）これについての第１fifでの,協伽を参MIK‘，

(Ｍ）’1,()fnel･‘198(),pp’212-13．

(１５）トフラーの名誉のために、われわれは「社会力」がエレクトロニッ

ク住宅への動きの背後に存在していゐというトフラーの主張を明記し

ておくべきだろうしかしトフラーが社会ﾉﾉの実例としてあげている

のは、そのオフィスを「蝋い'、「フラストレーション｜を蒋積し、そ

して「W礎的に」1.1宅で(|:､Ⅱをこなそうとする従莱只だ。これらの力

が亜要であることは疑いがたいけれども、それは社会的と胃うよりは

個別的そして心理的な力なのだ

(16）マツキントソシュのシステム８．５のソフトウェア発売について新聞

はあるアップルの従業貝が蝋々 とiViった蹄を引川しているＩしかも私

のマシンはいまだにクランシュしたことがない」とはいえこの叫び

はテクノロジーが依然としてもろいということを喪付けている（つい

でながら、われわれも''１１じことを局.えればと思っている)。

(17）このケースでは、楽にインストールするには２台のコンピューター、

ＩＳＰ２社、電話２同線、ファックスそしてこの作業を完成させるだ

けのインターネットにⅢすゐ｜･分すぎるほどの経験が必要だった。テ

クノロジーと締i卿よ災に、小きなビジネスを始めようとす為人のはる

か先を行っていあ｣ﾙ合もJ:くあ為。６か)j後、この''1肥の１２はワール

ドワイドの接続川併り･を川意している別②ＩＳＰに染り換えることに

ＬたｎｌＳＰ独自のソフトウェアにはまたしてもバグのいたずらが
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(,１１）本詳嬉１歳のムーアの法則のソリューションについての談誇を参照

(‘１２）Gccr･'998．

‘13）自分の:鋤ｉを劉推によって脱明するため、ギア（GCCr・'998）は以

下のことを明らかにしている従来の平群きの糾名は罷証のための比

較的信頼性の高い方法ではあるが、「災際に秤髭の署名を認証する」

のは非常腰高<つくため銀行がそれを実行するのは一般的に２万ドル

以上の小切手に限られていあ２万ドル以ﾄﾞの小切手の場合、釧行は

脈認するためのコストより硫偲し永いことからくみリスクを負う方jl・

をとっている。↑Ii-jz粁朽の助合も、銀↑j:は･脳'1うリスクと認証のため

の組織的なインフラストラクチャー全休のコストとのバランスを取ら

なければならない。賠号化の｣〃合にはリスクの商い取引もリスクの低

い取引も多かれ少なかれｌｌｉｌじことかもしれない。しかし敢鰐な正規の

乎統さの{|:ﾉノ（蝋の''１の刑い怖）はかなり1,V.なったものになみだろう‘

(ﾙ!）Ｇｉ《l〔1,11s､1990.1)‘170.

(‘15）ＳＥＴＩプロジ栗クトについては錐ｌ唯ですでに触れた（第１章注

２参照）が、これがよくわかる而''1いケースだ。何T･人もの人がイン

ターネットを介してデータをダウンロードし、宇宙からのデータを処

理しているものと侭じてそのデータをｆ1分のマシンに11i･算させている。

内分たちのマシンが脚京安全保脈肺（ＮＳＡ）からのデータを処理し

ている、あるいは火振のマーケティングベンチヘ･一にデータを提供し

ているのではないかという考えをさせないでいるのは、カリフ鳶ルニ

ア大学がこの活動に参加しているという安心感のおかげだ。

＜第３歳＞

（１）ｌｌｌｔＩ):，ｗｗｗ､micros()｢【.c０，，，QUES'1,1ONS'who_motivales-usLusk

-texr・htmIl999July211

（２）Tofner,1980,p,221.ケマインシヤフトについてはＴ〔)Imies､1963参照。

新しい田圃生活についての州１１のいくつかを見ろと、Ⅲ:紀末におけ

る「ガーデン‘シティー」への然猟ぶりを思い11}す。ディケンズ

〈Dickcl】s,1968)のマーチン・チヤズルウイツI､が新ブ11ンテイアで

）,Lつけた塊火と約＃〔とのilUのギ．ｗプを,1,MいⅢさせゐ州１１もああ。
（３）Barlow,IML参照。

（４）ｈ杖p:〃ｗｗｗ,uli､olWpubS/LUI)'１(lllduS27､１１lmI1999・Ｍａｙｌ７１参照。
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原注

～s;IslMlllEDGHEDG､html11999.JKIly211）によると、ポット'''1の協

力はこれらの能っぽい変動を柵段する力になるかもしれないしかし

１+学什の'１１１では、協刀に必要なものについての縦蹄が盛んに戦わき

れている。

(26）ＤＣＬ(》I1Ran〔IFl･oOmkinJ999．

(27）これらのり|川の出所も、ＩＢＭが行ったインテリジェントエージェ

ントの仙雌だ（椎７参照)。

(28）O81kcsll(》11(1967)の!i,雌にはこうああ。

「‘風の「判断」という意味は、知識の暗黙あるいは‘↑外の奨推のこと

だ。Niに主張の中に明示されていないというだけではなく、拒題の

''１にIﾘﾙしないままにしておける構成災紫だそれは規則の形になっ

て現れ鞭い、したがって柵報に分解したりＷ微のﾔ噸にうまく叫ては
まるような方法で郷Ｉ化できない知識の冊成典,僻なのだ」（p､167）

(29）Ｈｕｍｌ)I1rys’1997．

(30）Jcn11iI1Rselal,1996。

(31）これはＹ２ＫｌＩ１胆を訓鞭する際の雌ﾉ<のWMUI二かるかもしれない。

(32）これらのりI川の川prもまた、ＩＢＭが行ったインテリジ:県ントエー

ジェントに側すぁ,'ﾙlｲfだ（注７参照)。

(33）Q11ittnel･’1995に引川されている。

(34）これと対脳的に、不幸な人は自分の怒りを炎現すゐのに次のところ

にメソセージを投稿すればよい。microsoft､crilsh､cr錨１１.crasl1、あるい

はmicroSolh・sucksニュースグループ

(35）ちたみに、このクルマは１週I川以Iﾉ1にjmiい手がついた

く36）LymRln‘1997．

(37）Qumne1..1995,

(38）Lcomr(1‘1997J〕・'92．

(39）この｛ilIの「協力的追跡」は容易にグッドハートの法則の餌食にされ

る．統,,|･的左側111性はそれが智叩に利川されたjﾙ合破綻するという

郷''1魁、人が'ｼｺ.ブのあちこちに強すデジタル')足跡は仙人にＦがか
りを与え為ことになるため、態識して自分の足跡を偽盤しようとする。

(40）ＭｆＭ･kOffl999．
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<17）ポーランドの雁史経済学者ウイトルド・クーラ〈Wit〔》ｌｄＫｕｌｉ1,1986）

は度逓衡の癖V1化に側する而141い話をしているつまりその'細{I化

がどれだけ剛際貿易にとって虹要であるかを州っているもうひとり

の雁史家セオドア・ポーター（ThGodoreP()rte1..199.1）は輔級の撚辿

化がどれだけシカゴとうもろこし取引所の業勝、IIIi部の農民と世界'１１

の商人との取引の仲介に貢献したかを示した

(18）ＤｅＬ()､豚andFroOmkiI1,1999．

(１９）MilynIII.d,1998:Markus,1997．

(20）これらはＩＢＭのインテリジェントエージ属ン卜の研究から引川し
た（注７参照)。

(21）もちろんこの瞳の行き詰まりは常に偶然の賑物とは限らない「ロ

ミオとジュリエット」の岡頭の場面は、敵対州ljiI:は戯I‘xl的にこうし

た蹄黙の交渉を拒祥するものだということを恐い起こさせてくれ為

(22）iii:かに、交渉のプロ･ヒスの一部には、公式にしみ非公式にしろ、と’

んな砿煩の行動が適切なのかという交渉もあお･人はどのAMlIIを'１；

てはめるかを理解しなければならない。なぜなら'‘ｉｌ・の行助でも状況

次第では途った納果や意味になる可能性があ為からだ。附雌'|'に巻き

起こる人のウェーブは友だちを歓迎していぁ｣ル合もあれば、オーク

ション会｣ﾙでの蝦商価格の淵札背に対すゐ祝Ｎｉのﾒﾙ合もあるかもしれ

ない雌近、ある少年がイーベイのオンラインオークションで雌iHililli

格の落札荷であることがわかった。その落札価格'よ90万ドルで、本人

はどうやらオンラインゲームに参加しているつもりだったらしいく１３

才の少年、イーベイで300万ドルの落札価格」似甥７b血Ｉ'０"伽｡,I()n．
IiI1el29,Aprill999・http:,ﾉｗｗｗ,us狐0day･cOm'lifccybGwt“ｌ１ｃｌＲ)２
7.11【mIl999July21}参照）

(23）LnveJ9S8．

(24）「寛容性ゼロ」の取り緒まりではこういったI･1こぼしはない批評
家は次のような読誇を展開したこうした取り締まりは煙期的な、

標を満足させるかもしれないが、社会的な枠紺みを深く冊つけてしま

うだろうたとえばマイノリテイーのコミュニティーと瞥官との側係
を塊すことになってしまう

(25〉Jeffi･eyKcphart，Schwar【z,1998‘p､72にdI川されていゐWKlrd‘199s

も参照。ＭＩＴのＨＥＤＧグループの論文（http:'ハvww｣uc地r､com

１リ１，



原注

してくれる

（３）199s年１１ﾉIlSI1、エールノく学で行われた研究が米則公共ラジオ放送

の「あらゆるものに興味を排とう」で雑告きれた。

（４）Leonard､1997,p､186.

（５）11099.0,.1997,p・'５．

（６）ただし11鮒Rほどではなかったかもしれない。電報は、マグネティソ

ク・テレグラフ・カンパニーの祉腿、Ｗ・Ｍ・スウェインにJ:れぱバ

イブルの-j私,↑のり4,1Mだった

（７）これらのりIlllのもとはＩＢＭのインテリジェントエージュンI､にＩＭＩ

する研究だ。ネットのllttl)://ｗｗｗ,IlcLworking､ibm､com/“/i蚊ｗ】〕

１.htmI[1998.Novcmbcrl61で報古ぎれているｃｌＢＭはそれ以来こ

の仕'１１を''１１上、サイトを廃止した（http://www・I1ctw()rkiI鴫､ibnloc()ｍ‘

ｉｚＷ恥homG’hImlIl999,July211参照）

（８）GaLGs・'995.1)‘８３．

（９）Franklin,1995を参照。エージニントの分類法に関してはFmnklin

andGraessne1..1996を参照。

(１０）人工知能（ＡＩ）の牌のプログラムに詳しい人はこれらの再定義に

も認織できるものがあるだろう。古典的なＡＩにとっては、こういっ

た行動を知的災現の概念に戎で消化しきれず、したがってコンピュー

ターによる追跡ができないことが次弗に明らかになった。ＡＩの本当

の蚊みはコンピューターと人川とは別物だという認識をするところか

ら生まれる。

(１１ノＰＩでtextF()ru】11,1997．

(】2）Miles.(hItlmnI】‘;１１１(１Ｍ()1】k錨,1999,また』()I1khcer‘1999を参照，

(１３）たとえば、こんなことが拠tiされていた。もしポットが学判什と先

生の能力をうまくかみ合わせられるなら、旭儒教ff大学は利柿をﾉﾋ

むソブトウェアプ[Jグラムそのものになってしまう（ChellaPpa､Ba【･ua，

andWhinston‘1997)。この‘活題の詳細については第７章を参照)。

(１４）これについてはさらに第８章を参照のこと。

(１５）不華なことに、代わりになるそしてもっと普通のスペル、ノウポッ

ト（kllOwb()t）に辿り‘Ｗいたものはひとつもない。

(16）全体的に見ると、’'1iml的仲介の考え方では仲介者の仕ﾘｆの似惟さを
過小評価することがある。
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ションギャンプを皿めるだろうと脱いている

('12）NunbeI･瓜｛1996‘ComnanandOdlyzko(199s)は、次のよう鞭見解を,侭

している多くの測りが現A:と将来のネントの成艮について聯に成良

過程の初期の時点から外抑法によって推定しているが、この時点のIiiI

後で成長曲線は印製的ではあるがとても急角度であるとは言い難い

という認拙に欠けていた

(‘13）１１(》bsbflwm,1977‘l〕p‘(排(j2.畑,↑ｉの憐及はもっとダイナミンクだった

米lklでは18‘l5fl§の1'1マイルから1886年には67ﾉj,マイルになっていた

しかし112,,,1iのインブラス|､ラクチヤー'よ鉄道の線脇よりもはあかに処

投が容易だ。ただしラジオの幣及はぎらに劇的だった。

(44）CamPbell-KCllyilI1(ｉＡ剃)ｍｙ,1996．

(45）Wellmn】1(1988)は.ｌｌ１ｊ報技術が卜l:会のコミュニティーとネット1フーク

に与える膨僻に側する欺少ない侭秀な研究を発表している

＜第２章＞

ｌ）コンピューターと人との区別がつくということは、数学昔のアラ

ン・チューリングAIanTurin”963）によって開発されたあの有名

なチューリングのテストの核心だチューリングはもし判別ができな

いなら、そのマシンには知性があると,了えるという縦維をしている

シャロー・レッドはまだそこまでにはなっていない、IＩＦ共、この会,閥

の続きからシヘ'1T一・レッドは（ごく正1瓦ではあるが）やはりシャ
ロー（底が淡い、イミ熟）だということがわかる、

「ＶＳＲって''11で．:１．か。

ポットマスター(JWkにｌＶＳｌ〈」ぬ定推を牧えてくれていませんＣ

ｌ＃lいていただいてよかった｡ポットマスターに適切な定維を救えて
もらいます」

シヤロー・レンドは11111):,ｗｗｗ.､eurosludio・com{1998.October2l1

にあるそれ以降レンドに7.ツプグレードされているとはいうもの

の、いまだにこの研究が胸を張るほど進挫しているわけでは吸い

（２）オンラインで他の人のためにⅡい物をするかギフト用商品をⅢう珊

合に表示されるリストは哨好と購買記録が別物であることを明らかに

恥ＩＣ


