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日本語版（第3版）への序文

本書の旧版※1は、日本の読者に暖かく迎え入れられた。このたび、
本書第3版の日本語訳が刊行されることを知り、大きな喜びを感じてい
る。この翻訳に力を尽くしてくれた3名の訳者、すなわち稲葉元吉、吉
原英樹、稲葉洋平の諸氏には深く感謝の意を表したい。

英語版の序文で今回の改訂の要点を示したので、ここで改訂の概略
を繰り返すつもりはない。今回の改訂の全体的な趣旨は、本書全体を
アップデートすることと同時に、カオス、遺伝的アルゴリズム、セルラー
オートマトンに関し、数理的実験的研究を通じて深められてきた、複
雑系（人工システム、自然システムのいずれを問わず）への理解にか
かわる主要な進歩の実状を、本書の中に取り入れるところにある。

旧版の序文で述べたように、自然と人工の統合という本書のテーマ
は、人工物を自然環境の中に無理なく融合させる点で永年の文化的伝
統をもつ日本社会の読者に、きわめてなじみやすいものであろう。わ
れわれ自身やわれわれの社会と、われわれの生存基盤であるこの地球
との、結びつきを維持し強化することは、来るべき世紀へむかうわれ
われの第1の課題であり、さらにいえば人類が生き残るための本質的な
課題である。

私はこの機会に、日本ならびに日本文化を私に紹介する役割を果た
してくれた2人の親友について、一言触れておきたい。すなわち、つい
先週彼の悲報が私に届いた松田武彦氏と、本書日本語版の旧版の準備
に大きな役割を果たしながら出版直後に逝去された高宮晋氏とについ

※1　（訳者注）	本書‘The Sciences of the Artificial’日本語訳（旧版）
	 	 『新訳　システムの科学』高宮晋監修、稲葉元吉・吉原英樹訳、ダイヤモンド社、	

	 1977（原書初版）
	 	 『新版　システムの科学』稲葉元吉・吉原英樹訳、パーソナルメディア、1987	

	 （原書第2版）
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てである。松田教授は、1950年代カーネギーメロン大学に新設された
ビジネス・スクールの最初の外国人大学院生の1人であり、また私の著
書『経営行動（Administrative Behavior）』の初版の翻訳者※2であった。
彼は、オペレーションズ・リサーチの分野で国内的、国際的に指導的
な立場に立つとともに、東京工業大学の学長をつとめられた。またそ
こを退職された後も、産能大学の学長を歴任されていた。

高宮教授は、何年もの間、日本における組織研究のリーダーであり、
組織学会のリーダーであった。また国際的に著名な組織実務の専門家
でもあった。彼は、私が1969年に初めて日本を訪問したとき、私のホ
スト役をしていただいたが、それ以来ずっと私の貴重な親友であった。
私が日本訪問から得た喜びと知見は、これら両人の支援と友情とに依っ
ている。私が感じている個人的な恩義とは別に、われわれは誰しも、
組織科学の知識拡大のため彼らが生涯をかけて為したその仕事に、お
かげを負っているのである。

Herbert A. Simon

Pittsburgh, Pennsylvania

29　January　1999

※2　（訳者注）	『経営行動』松田武彦ほか訳、ダイヤモンド社、1989
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日本語版（第2版）への序文

アメリカ人が日本と日本文化を知り始めるとき、きわめて印象深く
感ずることは、日本社会の一面が人や人工物を自然環境と調和させる
ことに注意をはらっているという点である。丹精を込め見事につくり
あげられた盆栽は、自然物と人工物との混合をみごとに集約している。
そこでは、自然がどこで終わり人工がどこで始まるのか、もはやだれ
も明らかにすることができないのである。園芸家は、彼の抱くデザイ
ンに合わせ盆栽の手入れをする。しかしどの段階においてもその手入
れは、生きている植物を支配している生物学的法則と矛盾したもので
あってはならない。

かくて『システムの科学』の中心テーマは、いかなる適応システム
も――それが人間であれ、コンピュータであれ、さらにはまた社会組
織であれ、自然物と人工物との調和的混合物にほかならないというこ
とであるが、このことは日本の読者にとって、おそらくアメリカ人が
感ずるほど不思議とは思われないであろう。自然と人工との関係を理
解することは、人間の心と人間の組織を理解するのに基本的なことな
のである。私は本書のテーマに関する私の論述が、前述したような考
え方を象徴する盆栽芸術を重視する社会で、理解され受け容れられる
ことを熱望している。

私は、本書初版の翻訳のために努力された故高宮晋教授に深く感謝
している。同氏の不慮の死去は、日本のまた世界の経営科学の重大な
損失である。私は本書が、経営科学の発展に国際的な協力を惜しまな
かった同氏の、末永いよすがとなることを願う者である。またこの原
書第2版の翻訳の労をとられた稲葉元吉、吉原英樹の両氏に対し、心か
らお礼を申し上げたい｡ さらに、本書を日本の方々に利用可能なもの
にしてくださったパーソナルメディア社に対しても､ 深甚の謝意を表
したい｡
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第3版序文

1981年に本書の前回の改訂がなされて以来、地球は5000回以上も自
転したが、いまや、世界に対する認識のどのような変化がこのテキス
ト改訂に必要かを、問題とする時期に来ている。

とくに関連があるのは、複雑性や複雑系に対する最近の顕著な関心
の高まりである。前回の旧版では、私は、複雑性に関する一般的なア
イデアと、本書が主に関心をもつ複雑性に関する特殊な階層形態との
間の関係については、ほんのわずか触れるにとどまっていた。今回私は、
この欠けた部分を埋めるべく、新たに1章を加えることにした。（私自
身を含め）複雑性の研究に熱心な仲間は、どちらかといえば寄せ集め
的なクルーから構成されていて、還元論に対しわれわれの見解は必ず
しも統一されているわけではない。われわれの間でも、複雑性を分析
する用具はいろいろであり、そのため昨今では、「カオス」「適応シス
テム」「遺伝的アルゴリズム」などいろいろによばれている。新しく追
加された第7章の「複雑性に関する諸見解」（「複雑性の構造」は本書で
は第8章となっている）で私は、上記の諸テーマを選び出し、複雑性に
関する人工性と階層性の意義を探究している。

今回の第3版のこのほかの変更点は、大体は、本書を時代遅れなもの
にしないように注意を払ったことである。とくに私は、認知心理学（第
3章と第4章）の分野とデザインの科学（第5章と第6章）の分野で、
1981年以降にみられた重要な進歩に考慮を加えた。これら2つの領域
で引き続き急速な進歩がみられたため、それらの進歩を記録する多数
の新たな文献を追加する必要が生じた。それと同時にまた、人工物の
科学に関する本書の基本的な論題を確証したり拡張したりする必要も
生じたのである。第2章の強調点の変更は、経済システムにおける組織
と市場の役割に関する、私の考え方の進歩を表している。

今回の版も、いままで同様、生涯の半分にもわたる永年の友人、
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Allen	Newellに捧げられる。悲しいことに、彼はいまは記憶の中にし
か生きていないのであるが。彼の最後の著書『認知の統一理論』は、
いまでも、知能システムに関するわれわれの理解を促進した強力な論
題を提供している。

私は助手のJanet	Hilfが、この改訂版を書き上げるに必要な時間を確
保してくれたことに対し、また出版にむけた草稿の準備にいろいろ手
伝ってくれたことに対し、深く感謝している。MIT出版局では、
Deborah	Cantor-Adamsが原稿の編集に力を貸してくれたと同時に、
出版局とのコミュニケーションに力を貸してくれた。彼女にも感謝の
気持ちを表したい。

旧版の序文に記した知人、友人に加え、今回取り上げた新しいテー
マに関し、いろいろアイデアを与えてくれた方々についても何人かの
氏名を挙げておきたい。すなわち、プロトコル分析の理論を実践で共
同研究したAnders	 Ericsson；科学的発見の過程で共同研究したPat	
Langley、Gary	Bradshaw、Jan	 Zytkow；その他Yuichiro	Anzai、
Fernand	Gobet、Yumi	Iwasaki、Deepak	Kulkarni、Jill	Larkin、Jean-
Louis	Le	Moigne、Anthony	Leonardo、Yulin	Qin、Howard	Richman、
Weimin	 Shen、Jim	 Staszewski、Hermina	Tabachneck、Guojung	
Zhang、Xinming	 Zhuなど。しかし本当のところ、このような氏名リ
ストをどこで区切ればよいのかよくわからないので、氏名をあげた方、
あげなかった方を問わず、私の友人や同僚のすべてに対し、深く感謝
を申し上げる次第である。

第1章で私は、科学の目的は不思議なもの複雑なものを、不思議さを
減らすことなく、理解可能なもの単純なものにすることである、と述
べている。もしも読者が、本書の第3版を通じ、少しでもこの目的が果
たされていると思われるなら、幸いである。
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第2版序文

この著書は、フーガ（fugue）のかたちをとっている。その主題と対
比主題はもともとは、アメリカ大陸の両岸でしかも1970年代の直前と
直後になされた講演に基づいている。本書は、これら二つの講演を章
別に編成し直し、全体としてのまとまりのあるものに織り合わされた
のである。

1968年の春、私はマサチューセッツ工科大学においてKarl	Taylor	
Compton記念講演を行うように招聘されたが、そこで私は、自分の研
究すなわち最初は組織論、つぎには経済学とマネジネント・サイエンス、
そしてごく最近では心理学における諸研究の大部分にとって中心的で
あった論題を明確にし、また相当詳しく展開するための絶好の機会を
得ることができた。

また1980年代には、カリフォルニア大学バークレー校でH.	Rowan	
Gaither記念講演を行うもう一つの招聘を受けたが、ここで私は上述の
論題を修正したり拡張したり、さらにはそれをいくつかの新しい分野
に応用したりする機会を得ることができた。

本書の論旨は、ある種の諸現象は以下のようなきわめて特殊な意味
において「人工的」である、ということである。すなわちそれらの現
象は、あるシステムがその置かれた環境に対し、目標とか目的とかを
通じて形成されているという意味において「人工的」なのである。も
しも自然現象が自然法則に従うという点で、それらみずから「必然性」
という意味合いをもつとするならば、人工現象は、環境に従順である
という点で、「環境依存性」という意味合いをもっている。

人工現象のこのような環境依存的性格は、人工現象が正しく科学の
領域に含まれるか否かについて、たえず疑問を生じさせてきた。それ
らの疑問はしばしば、人工システムに関する目的論的性格と、そこか
ら生じてくる命令と記述との混同に向けられている。しかし私にはそ
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こには真の困難性があるとは思われない。真の問題は、相異なる環境
が与えられた場合、それぞれまったく別個のものになるようなシステ
ムについて、いったいわれわれはいかに経験的な命題を立てうるかを
明示するところにある。

およそ40年前、経営組織を研究し始めると同時に、私はほぼ純粋な
かたちで人工性の問題に逢着した。

……経営活動は演技に似ていないことはない。良い俳優は、役割の
内容がいかに異っていようとも、自分の役割を知ってそれを演ずるこ
とである。演劇のできばえは、その脚本と演技とのできばえに依存する。
経営過程の結果は、組織とその構成員が果たす役割との両者によって
変化するであろう。（Administrative Behavior,	p.252）

それでは、良い演技を行うための規範的なルール以上のものを含ん
だ経営の理論を、われわれはいったいどのようにしてつくることがで
きるのであろうか。経営に関する私の著作、とくに『経営行動

（Administrative Behavior）』と『人間行動のモデル（Models of Man）』
第4部は、これらの設問に答えようとしたものである。それらの著作の
なかで私は、人工現象の経験的内容（それは環境依存性を超えて現れ
てくる必然性にほかならない）が実は、行動システムが環境に完全に
は適応しえないことから――すなわち私が合理性の限界とよんできた
ものから――生じてくることを示したのである。

私の研究が他の領域に向けられるにつれて、人工性の問題は、経営
や組織に特有なものではなく、もっとはるかに広範な主題に波及して
いることが明らかになった。経済学は、経済人について完全な合理性
を仮定しているので、彼をまことに熟達した行為者とみなすのである。
このことから行為者の行動は、彼の環境が課した諸要求をいくぶんは
反映するが、しかし彼自身の認知構造については、なにも反映しない
ものとなったのである。しかしこのような困難性は、経済学をこえて
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さらに思考、問題解決、学習といった合理的行動に関する心理学のす
べての領域にまで、拡大していくにちがいない。

結局私は人工性の問題のなかに、いままで経験してきた困難性――
すなわち工学およびその他の専門分野を、その基礎となっている諸科
学と違った経験的理論的内容で充実させることの困難性――を理解し
始めたように思う。工学、医学、経営学、建築学、美術などはいずれ
も必然性にかかわりをもつのではなく、環境依存性にかかわりをもつ
――すなわちそれらはいかにあるかにかかわりをもつのではなく、い
かにあるべきかに――つまりデザインにかかわりをもつのであるが、
デザインの科学あるいはデザインの諸科学をつくりうるか否かは、人
工物の科学をつくりうるか否かとまったく同じ大きさの問題なのであ
る。これらの2つの可能性は、共に立ち共に倒れる関係にあるのである。

かくして本書は、人工物の科学はいかに可能であるかを説明しよう
とするものであり、また人工物の科学の本質を明らかにしようとする
ものである。私はおもな例を経済学（第2章)、認知心理学（第3章、
第4章)、および計画学、工学的デザイン論（第5章、第6章）の分野か
らとることにした。Karl	 Comptonは、すぐれた工学教育者であると同
時にすぐれた科学者でもあったから、私は、デザインに関する自分の
結論を、工学系のカリキュラム再編成問題（第5章）にあてはめること
を不適当であるとは考えていない。同様に、公共政策の設定にシステ
ム分析を応用しようとするRowan	Gaitherの関心事は、とくに第6章に
反映されている。

議論を重ねていくうちに読者はやがて、人工性ということが、複雑
な環境のなかで活動する複雑なシステムにかかわりをもつとき、とり
わけ興味深いものとなることを見出すであろう。人工性に関するトピッ
クと複雑性に関するトピックとは、離れがたく結びついている。この
ような理由で、私は本書に「複雑性の構造」（第8章）※3という論文を

※3　（訳者注）	第3版で新たに7章が挿入されたため旧版では第7章にあたる。
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つけ加えることにしたが、そこで私は、本講で簡単にしか触れること
ができなかった複雑性という考えについて、かなり詳しく理論的な展
開をしたのである。なおこの論文は1962年12月『アメリカ哲学会会報』
としてはじめて発表されたものである。私は、この本の適当な場所で
脚注にあげた多くの人々からの特別な恩恵を受けたことに感謝したい
と思う。私が全体的に深く恩義をうけているのはAllen	Newellであり、
彼は20年以上もの長きにわたって私の仕事の非常に多くの部分で、よ
き共同研究者であった。そこで私はこの本を彼に捧げるものである。
もし、私の論旨のなかで、彼と一致しないところがあるとするならば、
それはたぶん間違った部分であろう。しかしその他の部分については、
たいてい彼は私と責任をともにすることを避けるわけにはいかないの
である。

とくに第3章、第4章で示された着想の多くは、同僚であった故Lee	W.	
Greggと私との共同研究に端を発している。また他の同僚たちも、多
数の現あるいは前院生とともに、本書の各所にその協力の足跡をしる
している。後者の人々のうち、とくにつぎの方々の名前を挙げておき
たい。すなわちL.	 Stephen	Coles,	 Edward	A.	 Feigenbaum,	 John	
Grason,	Pat	Langley,	Robert	K.	Lindsay,	David	Neves,	Ross	Quillian,	
Laurent	Siklóssy,	Donald	S.WilliamsおよびThomas	G.Williamsである。
これらの人々の研究は、ここで論議されている論題に対して、とくに
深い関連をもっている。

第8章※3の元の論文に対して、つぎの人々から貴重な示唆と資料と
が寄せられた。George	W.	 Corner,	 Richard	H.	Meier,	 John	R.	 Platt,	
Andrew	Schoene,	Warren	WeaverそしてWilliam	Wise。

本書で報告された心理学的研究の大部分は、つぎの機関から援助を
いただいたものである。国立精神衛生研究所（The	National	 Institute	
of	Mental	Health）から与えられた公衆衛生サービスに関する研究資金

※3　（訳者注）	第3版で新たに7章が挿入されたため旧版では第7章にあたる。
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MH−07722（the	Public	Health	Service	Research	Grant	MH−07722）。
また、デザインに関する研究のいくつかは、第5章、第6章で展開され
ているが、それは国防省高等研究プロジェクト局（SD−146）（the	
Advanced	Research	Projects	Agency	of	the	Office	of	the	Secretary	of	
Defense	〈SD−146〉）の協力を得たものである。われわれがカーネギー・
メロン大学において、人工現象の理解を深めるために非常に多岐にわ
たる調査研究を20年以上ものあいだ続けることができたのは、上記の
ような研究資金、およびカーネギー株式会社、フォード財団ならびにA・
P・スローン財団の資金援助のおかげである。

最後に、この講演会を準備し開催されたマサチューセッツ工科大学
とカリフォルニア大学バークレー校に感謝するとともに、刺激にみち
たこれらの2つの大学で、目下進展をとげつつある人工物の科学につい
て、より一層の理解を深める機会を与えてくださったことにも、感謝
の意を表するしだいである。

私はまた両大学が、私の講演を1冊の本にまとめて刊行することに同
意をしてくださったことにも感謝している。すなわち本書の第1章、第
3章、第5章はCompton記念講演の一部であり、第2章、第4章、第6
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の各章の修正は、これを明らかな誤りについての訂正、いくつかの事
実に関するデータの更新、各章間の橋渡し文の追加にとどめることに
した。
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