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CA1658

情報学の知識構造を描き出す試み：
ジンズによる Knowledge Map 研究の概要

　動向レビュー　

1. 概要
　2007 年 前 半、 ジ ン ズ（Chaim Zins） に よ り、
"Knowledge Map of Information Science" という旗
印を掲げる一連の研究論文が発表された (1)(2)(3)(4)。情
報学それ自身を対象とし、その知的枠組みを同定・描
出することを目的としたものである。
　端的に見れば、その成果は、以下の 2 つの側面か
ら見ることができる。

“knowledge map（- mapping）” という概念・(1) 
方法論に伴う貢献
情報学という分野への理解に関する貢献(2) 

　つまり、これらを読むことにより、(1) 目に見えな
い「知識」（または認識）を視覚化する方法について
学べること、また (2) そこで俎上に載せられた情報学
に関する理解を深められることが期待される。
　しかしながら、これら 2 つの効用は内側で交叉す
るものであり、その点にこそ真価があるのかもしれな
い。それ以上に、著者の側におそらく非常に精緻化さ
れた企図がありそうだ。以下では、こうした想定に基
づいて、ジンズの仕事に関して概観したい。

2. 成果
　ここで追究されている “knowledge map”（以下ナ
レッジマップ）とは、個人的知識や社会集団の共有知
識の構造の図式化を意味すると考えられる。そして情
報学のナレッジマップとは、情報学という学術分野を
構成する（帰属する、または一定の関与を持つ）研究
者の集団の共有する知識や共通イメージを何らかの形
で視覚化したもの、と解することができる。
　“Map” という語から連想されるのは、学術分野の
範囲や構成・構造等に関する計量的（経験的）研究で
ある。それは従来から情報学の主題の 1 つに位置づ
けられ、ビブリオメトリックス（計量書誌学）全盛の
時代を経て、現在に至るまで継続している (5)。また情
報学自身を対象とする研究も古くから見られる。ここ
では、情報学の方法論による情報学それ自体を対象と
する研究があること、つまり自己言及性を持つことが
古くから情報学の重要な特性として注目されてきた。
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　そうした研究は、一定の客観的成果を提供する反面、
研究対象がせっかく「思考する存在」であるのに、そ
の思考や知覚イメージを回避して通るものである。対
し、ジンズの研究は、デルファイ（Delphi）法を用
いて知覚イメージに接近する調査である。
　調査は 2003 年から 2005 年にかけて行われた。
“Critical Delphi study” と称し、各段階に含まれる批
判的作業を本研究の特質と見なしている。57 名の「先
導的な」情報学研究者に質問紙を送り、情報学に関連
する考え方を引き出していく。得られた回答を各々に
フィードバックしながら調査を繰り返し、最終的に 3
段階で収斂させて結果を得ている。最初のラウンド 1
では回収率 100%、ラウンド 2 と 3 では回収率が下が
り、最後のラウンド 3 まで通して参加した人数は 35
名（61.4 パーセント）とのことである。対象者の氏
名と所属は論文中で明示的に列記されている。所属は、
米国を中心としながらもそこに留まらず、英国やヨー
ロッパ各国・アメリカ大陸などの 16 カ国にわたり、
また論文中の記述によると、学際的な構成である。ま
た、論文執筆に至る研究それ自体を 3 段階のデルファ
イ調査に続く「ラウンド 4」とも規定しているようで
ある。
　一連の論文は、以下のような分担となっている。（掲
載順）

情報学の概念(1) 
情報の概念(2) 
情報学のナレッジマップ(3) 
領域構成(4) 

　このうち、(1)、(2)、(4) の 3 つは、調査（あるいは
質問紙）の 3 つの下位区分に対応している。
　1 番目の「情報学の概念（conceptions）」は情報学
の定義の意であり、調査全体の中で、情報学の探究す
る対象や主要な問題領域に関する部分の報告である (6)。
回答者個別の「情報学の定義」を根本素材とし、対象
範囲やアプローチに関する記述に基づき、6 つの型に
類型化する。すなわち、（a）高度技術型、（b）技術型、

（c）文化／社会型（以上 3 つを「媒介志向」と規定）、（d）
人間世界型、（e）生命世界型、（f）生命・物理的世界
型（以上 3 つを「包含的性格」と規定）である。前
者の媒介志向とは、おそらく情報を仲介する機能・業
務に焦点を当てた定義、ということだと思われる。た
とえば（a）は、情報を処理する技術のうち高度な技
術こそが情報学の主要問題領域だと見なす定義、とい

うことになる。
　これらは「ありうる類型」ということであり、回
答傾向としては（c）への集中が見られたと指摘され
ている。調査の中では、情報学に対して認知科学や
“knowledge science” という語（概念）を対置させ、
また、情報学を「人類知識の中で、認識論等と並ぶメ
タ知識分野の一つ」と規定する自説を導入し（いわば

「ぶつけて」）、単に個別・雑多な定義を集めて総括す
るというような次元に留まらないよう、一定の調整を
行っている。また、情報学という名称そのものにも一
定の省察を与えることにより、言葉に関する解釈の揺
れに起因して回答が制約を受けたりゆがめられたりす
るのを防いでいるようである。
　次の第 2 論文では、「情報の概念」つまり情報とい
う語の定義または概念規定に関する報告が行われてい
る (7)。回答者の個別回答を列記したあと、争点等に関
する批判的分析を加え、情報概念に関する理解の傾向
をまとめている。設問においては、「データ、情報、知識」
の図式を前面に押し出し、それに加えて「メッセージ」
の語を加えて構成している。「情報学の概念」に関す
る調査以上に、恣意的誘導につながりかねない強い統
制を行っているが、ここでも、それによって言葉に関
する解釈の揺れに起因する不用意な制約や錯綜を抑制
し、なおかつ、関連語または関連する現象との関係を
含めた意見聴取に成功していると思われる。
　第 4 論文においては、調査細目 3 つ目の「より詳
細な領域構成」について成果をまとめている (8)。この
作業は、下位領域や重要概念の同定と、それらのグ
ループ化や相互関係の調整を伴う。つまり、まず情報
学の研究対象や問題領域がどこまで／どの程度広がっ
ていると考えられているか、（定義論を補う形で）通
覧することができる。つづいて、それら詳細な諸要素
が相互にどのように関連づけられ、どんな順序（秩序）
の下で知覚されているか、俯瞰することができる。論
文中では、28 名の回答者から示された「分類枠組み 
(classification scheme）」形式の回答を順に提示して
いる。データに対する徹底的な分析は見られず、他の
3 論文に対する補足資料集のような性格と言えようか。
　この第 4 論文に先立ち、第 3 論文が 1 号前に掲載
されている。そこでは、研究全体の総括となる「情報
学のナレッジマップ」が提示されている (9)。主要な成
果であるナレッジマップは、論文に図表として掲載さ
れているほか、PDF ファイルをウェブサイト上で入
手できる (10)。
　ナレッジマップの正体は、すなわち情報学の対象（関



カレントアウェアネス NO. 295（2008. 3）

25

心事項、探求する問題）に関する分類体系である。大
きな区分は、以下の 10 のカテゴリから成る。

1. 基礎
2. 資源
3. 知識業務従事者
4. 内容の種類
5. 応用
6. 業務・過程
7. 技術
8. 環境
9. 組織
10. 利用者

　このうち、「1. 基礎」をメタ知識（Meta-Knowledge）
と規定する。学術分野それ自体に関する（超越的な）
知識である。今回のナレッジマップ自身は、このメタ
知識の典型例と位置づけられることだろう。1. 以外
はすべて情報学を実際的に構成する基本要素、つまり
通常の（情報学それ自体の探究などという特殊なもの
でない）研究の対象を類別したカテゴリである。また、
これら 10 カテゴリの下位には、対象の類別・理論・
問題等のサブカテゴリが必要に応じて付与され、最後
に若干の具体的研究主題名がぶら下がっている。
　注意すべき点は、情報学や情報に関する「斬新、明
確な答え」をこれらに期待してはならないという点で
ある。最終的に得られたナレッジマップも、一見する
と単なるチェックリストであり、少なくともそれ自体
が何か饒舌な説明力を持つ機構ではない。また、客観
的な証拠に基づく計量的な研究によって得られた成果
でもない。これらはあくまで、人々の思考傾向と合意
の範囲について、意見の集約と批判的分析に基づいて
俯瞰する研究であり、そこに特質と価値が所在すると
考えられる。
　他方、質問紙に自説の記述を含める等の誘導的性格
も見られるが、デルファイ調査による間接的な議論、
およびそこに導入された批判的思考の効果で、自説の
開陳や各自の見解の応酬というような低い次元に嵌り
込んではいない。

3. 展開
　ある意味では、この調査過程そのものが、一定の合
意形成および偏差の相互認識を促すことで情報学に
寄与する事業であるといえるのかもしれない。さらに、
一連の論文を越えた展開が用意されているようにも感

じ取られる。
　たとえば、この研究に関連して行われたシンポジウ
ムの情報がウェブサイトに掲載されている (11)。基本
的に成果の中間的報告とそれに基づく議論を目的とし
た会合であるが、同時に情報学の将来に対する議論が
中心課題として掲げられており、その場は、調査の過
程で完結したはずの「情報学に関する討論会」を引き
継ぐ性格を併せ持っていたと理解できる。大きく見れ
ば、時間的な先と後とにずっと続く、情報学に関する
永続的な議論の流れの中にこれを位置づけることがで
きる。
　そう考えてみると、ジンズの一連の論文は単に 1 つ
の研究業績の報告に留まらず、ある種、論争を引き起
こすためのイベントとしても機能するものと理解でき
る。ならば、われわれ読者としては、一連の論文に記
された研究結果を神妙な面持ちで拝読するのではなく、
継続的な情報学論争のステップボードとして活用する
ことが望ましいのではなかろうか。
　このような、論文の外へと展開する性格は、ジンズ
の主催するウェブサイト (12) にも見出される。
　このサイトでは、今回の諸論文を含む研究業績の紹
介のほか、ポータルサイトの形式で、ナレッジマップ
の具現化が行われている。このナレッジマップの範囲
は、本稿で言及している情報学のそれに留まらず、人
類の知識活動のあらゆる分野に及ぶ。多様な知識の
集積やリンク・案内をもくろんでいることと、また
“Portal to Human Knowledge” という名称から、バー
ク（James Burke）らの知識ウェブ企画 (13) などを連
想させるが、主インデックスをナレッジマップと独自
の知識分類によって構成しているところが特徴であろ
う。
　その中で情報学は、個別知識分野から区分され、基
盤領域の一部と見なされる。「基盤（foundations）」は、
以下のような構図となっている。

1. 理論（知識理論／認識論、科学哲学）
2. 文脈（科学史、科学社会学）
3. 方法論（科学方法論）
4. 媒介（mediation；情報学、サイエントメトリッ

クス、博物館学）

　実際の実現形は、Wikipedia へのリンクの集合体で
ある。おそらく、Wikipedia の基幹部分に（参与者に
よる合意形成という）ナレッジマップおよびその作成
過程と共通する要素があること、またそこに独自のイ
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ンデクスを施すことで異なる価値が提供されることに
着目したものであろう。
　ただ、この関係で、情報学の単語リンクをクリック
しても、独自の解釈や関連資料が表示されるわけでは
なく、英語版 Wikipedia の該当ページにジャンプす
るだけとなっている。対し、ここに、「情報学のナレッ
ジマップ」をはじめとする成果を割り当てれば、より
高度なレベルの自己言及性が発現する。ナレッジマッ
プ・ポータルは、情報学的営為によるプロダクトであ
る。その際、その中に情報学に関するメタ知識であ
る「情報学のナレッジマップ」を組み込むことにより、
情報学の自己認識と活動推進にも寄与する。そうして
促進された情報学の活動は、ひるがえって、このポー
タルを含む社会的知識の組織化過程に再び寄与する。
こうして、理想的な循環が完成するわけである。
　最後に、ジンズの研究を支えたと見られる背景動向
に言及しておく。
　ある場では、この一連の研究は「理論的ならびに
経験的研究の成果」と規定されており、その一言か
らも、経験的（empirical）な個別研究（「一定のセッ
ティングによる調査を行って情報学について何か明ら
かにしてみた」というような）の域を超える意思が
伺われる。このことと、メタ知識としての情報学を
めぐる仕掛けから思い起こされるのは、フロリディ

（Luciano Floridi；CA1554 参照）、カプーロ（Rafael 
Capurro）、ヒオルランド（Birger Hjørland）らによっ
て累積されている理論的（哲学的）思索（たとえば(14)(15)）
である。往時は理論や哲学の欠如した分野だと蔑まれ
た情報学が、彼らの手で一定の深みを持ち始めている
ところだが、カプーロとヒオルランドは今回のデル
ファイ調査の対象者だし、引用においても内容的にも、
ジンズ諸論文の随所に彼らの仕事との関連性・親近性
が見られ、そこからこのナレッジマップ研究へと理論
的基盤が供給されていると思われる。

4. 評価
　「情報学とは何か」という問題に関しては、1960
年代、米国において情報学が誕生した「開闢時代」に
ひときわ熱く燃え盛り、その後、今に至るまで断続的
に議論のテーマとなってきた。
　中で、ドキュメンテーションや図書館実務、社会学・
社会科学諸分野、数学・理学諸分野などが交叉し、種々
の提案や見解が提示された。その後、1980 年代には、
情報学の範囲拡張や他領域との関係、つまり学際性と
いう問題が頭上に大きく広がった。その主たる仕掛人

であるマッハルプ（Fritz Machlup）は、米国で成立
した情報学を「狭義の情報学」と見なし、情報技術開
発や数学的情報理論をはじめとする多様な領域をまじ
えた広大な研究領域のビジョンを呈示した (16)。これ
は、大きな動揺を生んだ。同時期に生じたコミュニケー
ション研究との関係も厄介な問題であった。
　一方日本では、こうした流れと別に、1960 年代か
ら総合科学／学際科学のコンセプトが幅広い支持を受
け、おおむね「情報科学」の名のもとで活動が展開さ
れた。情報科学それ自体について論じたものとしては、
初期によく知られた北川敏男の著作群のほか、ナレッ
ジマップ企画に対応するような成果も少し前に登場し
ている (17)。そこでは、情報技術（情報工学）と数学
的情報理論を中核としながらも、漠々と裾野の広がる
広大な領域のイメージが呈示されている。『情報学事
典』(18) も、それ自体が巨大なナレッジマップと言え
るのかもしれない。こちらは、情報科学を部分として
内包しながら人文・社会系の関連領域を網羅した肥大
分野を想定し、それに「情報学」という日本語を充て
ている。
　そうして、用語法および情報学像において、日本人
だけが固有の（孤立した）知覚を持つという状況が強
化されていった。それは、情報学に関する Wikipedia
日本語版と英語版の著しい相違に端的に示される。こ
の状況をして、「米国の支配的な影響を受けず、また
偶然を伴う現実にも左右されず、理念上あるべき学問
像を追究している」と見ることは可能であろう。マッ
ハルプらの動きと呼応、またはそれを先取りしてきた
ものと称えることもできそうである。しかし少なくと
も、Wikipedia 日本版の「情報学」(19) における曖昧
な記述は、日本国内における合意形成が完全に失敗し
ていることの現れにほかならない。
　この間、米国型の情報学に帰属する者は、日本にお
いて状況に対抗する体力のある集団を形成できず、図
書館情報学の枠内に終始閉じ込められてきた。そして、
研究対象範囲や方法における制約、情報学と図書館学
の間の関係構築にまつわる困難等、健全な発展を阻害
する要因に囲まれつづけた。
　それに対して、米国を中心に、情報学の趨勢は粛々
と我が道を歩んでいる。1970 年代から 80 年代にか
けて、社会科学の一領域として自前の研究を累積す
るとともに、社会学や認知科学の成果を拝領して基盤
を固めていった。応用技術との良好な関係も特筆でき
る。図書館員養成教育の危機、インターネットの普及
による情報サービス概念の希薄化といった局面にもか
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かわらず、順調に成長している。たとえば、米国情報
学会（American Society for Information Science & 
Technology）の機関誌である JASIST 誌やレビュー
誌 ARIST の充実度は、容量の増大傾向だけ見ても、
しばしば戸惑うほどの勢いである。
　その中で、米国の情報学において 1990 年代から進
展した歴史研究は、学際・総合科学のビジョンを顧慮
せず、「ドキュメンテーションを起源とし、情報検索
と科学情報研究を軸に発達した分野」という自己認識
を守り、比較的狭く、その分まとまりの緊密な歴史像
を形成・展開した。ジンズの研究で示されたナレッジ
マップも、この歴史像に似て、先鋭的な先駆者・開拓
者たちの（時に揺れの激しい）試行的先例群ではなく、
後継者たちの実質的な活動によって構成・維持されて
いる堅牢な知識体を描き出したものである。そしてそ
れは、派手でインパクトのある像でなくても、情報学
に携わる者、とりわけ日本のこの状況下にいるわれわ
れに、考えるヒントと勇気とを与える。

（愛知淑徳大学：村
むら
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