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[研究ノートl

内部観測理論によるシミュレーションでの役割演技の
評価について自由な地域づくりへの契機のために
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七 は じ め に

近年の地球環境への意識の高まりが，地域づくりといったところにも強く表れるようになった.

循環型地域づくり，低炭素型社会づくりなど，文理融合を韻い文句とする様々な取り組みに政府

も支援を惜しまない.さらに，地域の生活者の視点からの地域づくりも強調される.筆者もこう

いった動向を否定するわけでは毛頭ない.ただ，いたるところで生活者を重視するという繰り返

し発言には，どうしてももどかしさを感じてしまう.それは，最近注目されている概念， r棲雑系j

における内部観測の理論にも通じていて，観察者として外部から地域の生活者を観た記録(エピ

デンス)の利用と，地域づくりにいだく私たち研究者の目的思考的価値観にそれは起因している

ようだ.外部観察を通して研究者が共通に抱く生活者は依然として他者であり，他者としての生

活者を基点に地域づくりを考えていこうというのは，科学的な説得力はあっても，地域の生活が

見えてこない.生活者第一，生活者の白線で，といった多くの政治家の発言にみるように，地域

社会で生活する人々を外部からみてその理想像を打ちたて，そこからの黍離の度合いによって社

会を評価しようとする.生活者重視という言葉には，私たち研究者も避けることの難しい大きな

誤謬が含まれている思いがする.文理融合の「文 Jは，外部観測に根を張る社会科学のことに留

まっているのであろう.

筆者はこれまで，特色ある地域づくりを促すために，当該地域だけが持っている文脈への気づ

きの必要性を訴えてきた (Kitani[3J，木谷 [4]， [5J) .この気づきは，地域づくりのステイク

ホルダーに見立てた第三者の役割演技を地域の市民自身が外部から観測することによって，逆に

自らの内部の様相を感じ取る際に生まれものと考えて，地域づくり議論のシミュレーションのデ

ザインを設計している.一般に，シミュレーションでの役割演技は，精神療法や教育の方法とし

てその有効性が論じられるが，政策論的な観点から役割演技自体を評価することはあまりない.
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地域づくりの議論から政策的インプリケーションを得ようとするときには，行政・市民・企業・

学識経験者の聞での情報交換において，情報の透明性や効率性，そして資源配分の公平性の観点

から，市民の合意形成を探ることに主眼がおかれる.しかし，地域の特色を生かす地域づくりを

政策論的に論じるのなら，地域の文脈(地域の決め方のスタイノレ)という視点も強く意識する必

要があるだろう.官学民が地域づくりの個性を生かすことの大切さを謂うだけでは，グローパノレ

化された自由な経済社会において，それは失われていくのが自然なことだからである.

内山 [2]は近代的自由について，次のように述べている.近代的個人が手に入れた自由とは

なんだったのか，それは自由な社会のはずなのに自由に思考し行動することができなくなり，さ

らに異なる意見は排除し，他の人の自由を奪っていく，近代的自由とはこういう構造と結びつい

ている，と.もしこれが事実なら，社会が各個人に自由の権利を賦与することは，意に反して彼

らの自由を奪うことを意味する.今の私たちは，自由な地域づくりというときに，自由の;意味を

履き違えているとしか思えないのである.

セン [1]は，市場経済システムにおける個人の自由について，行為主体的自由と福祉的自由

という二つの概念を提出する.行為主体的自由は，個人の社会へのコミットメントや価値形成に

関わるものであるが，福祉的自由は，個人の生き方について自律的にそれを選択する余地の大き

さをいう.注意すべきことは，ここで用いる福祉(well-being)には，厚生 (welfare)という俗

人の主観的な満足に関わる意味は含まれておらず，人々が獲得していく生き方の多様な可能性を

意味する.市民による自由な地域づくりは，近代的自由の観点から捉えることはできないのでは

ないか.それでは，センのいう福祉的自由に近いものなのか，あるいは撞社的自由とも相容れな

いものなのであろうか.

行為主体的自由を基患とした地域づくりは，基本的には市民間での利害調整による合意形成に

よってなされ，その多くは，市民への情報提供や市民自らの学習，リーダーシップの存在などが

操作変数となって記述されるが，ここではなんらかの目的(地域づくりの方向性)に沿って，行

為主体としての市民を符合させようとする力学が働くために，地域づくりは必然的に全体主義的

な意味合いをもつものとなる.これが近代的自由のもつ病理なのであろう.そこでセンの福祉的

自由の考え方を導入すれば，個々の市民の満足に関係なく，自律的な生き方を選択できるような

十分な余地が彼らに平等に与えられる.こういった自由概念によって，他の人の生き方の選択へ

の配慮が市民自身に生まれることになり，その配慮の総計として表れたものが地域づくりである

とみなせば，地域づくりの自由性の本質が福祉的自由とにある，と考えたくなる.本当にそうで

あろうか?

結論から言えば，地域づくりの自由性は，福祉的自由と相反するものではないが，これは研究

者特有の外部観測的な見方であって，それは正鵠を得ていないように思われる.つまりそれは，

外部(第三者的観点)からは評価のできない，地域の市民が自らを見直し，地域内部から創発さ

れる地域の営みが可能であるようなしくみづくりにある，と筆者は考える.行為主体的自由にし

ろ，福祉的自由にしろ，地域づくりの自由について以上のような観点から論じることは，外部か

ら観察しそれを評価しているのであって，市民自らの視線から地域づくりが論じられていない.
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福祉的自由でさえも，それを促すしくみが広く社会に行き渡ってしまえば，地域市民にとって余

計なお節介なことにもなりかねない.

地域文脈は外部の者からはとうてい観測できず，当該地域の市民でさえ，想起されていない可

能性が高い.上述の言葉を用いれば，市民は行為主体としての近代的自由観に染まり，自律的な

彼らの生き方に関する選択の余地が狭まっていると考えられる.ただそれを，センの言うような

福祉的自由の拡大として，彼らに直接その余地を与えることは不可能である.なぜなら，社会制

度として形式的には与えることができたとしても，その余地が恋意的な選択肢として与えられる

以上，そこには自律的な選択はないからである.自ら気づき，自ら選択するという行為を経て初

めて福祉的自由は達成される.つまり，外部の人が観測し設計論的にそういった自由を与えるこ

とは不可能なのである.そこで，文脈想起を，内部からみる(観測する)地域づくりの自由に考

え合わせてみたい.ただし，後で述べるように，外部観測と内部観測との違いは，ただ単に観測

の方向性が逆ということではすまされない.外部観測によって文脈想、起を眺めれば，それは単に

自発的学習の一部に過ぎないことになってしまうが，内部観測からはそれは「学習 jとは言いが

たいものになる.

本稿では，地域づくりの議論での役割体験に注思し，内部観測の理論をベースに地域づくりの

自由性についての評価の枠組みを構築する.すなわち，市民は当該地域づくりに関係のない役割

演技者の議論を観察しながら，このシミュレーションに参加し役割演技をすることで，自らの地

域づくり観を創発できるかどうか，そういった点を評価しようとする枠組みを提案するものであ

る.

2.役割演技とその評値の視点

人々は多くの役割のもとで活動し生活している.幼い墳の兄や姉としての役割や，幼稚園や保

育園での園児としての役割がこの始まりであろう.人聞が社会生活を送る上でこのような役割は

きわめて重要な活動になっている.しかし多くの場合，この役割は意識されることはないし，常

に役都演技をしながら生活するというのも窮屈な話ではある.我を忘れて働いたり遊んだりする

ことの他には，私たちはある役割のもとで演技して生活しているし，それが時として疎外された

労働や遊びをもたらすことになる.

住民参加による地域づくりに向けた繰り返し会議においても，住民や行政，事業者などの主体

はそれぞれ役割演技をする.一般にシミュレーションでは，それを擬似的会議として設計し，各

主体は擬似的な役割体験をすることになる.ここで役割演技の教育効果に言及するときにはシ

ミュレーションの擬似性が問題となるが，それは，技術的な制約や経済的制約の他，役割演技に

対する倫理的な配慮から，現実の役割演技と一定のRe:離をおく必要が生まれるためである.さら

にここには，現実での役割演技が f正しい j演技であり，それをどのようにしてどこまで擬似的

演技で達せられるかを問う心性が，シミュレーションの設計者にある.これがシミュレーション

を教育的観点から評価する立場であろう.筆者は，ここでもう一つの評価の視点を挙げてみたい.

それは，地域づくりの議論のような創発的な議論を交わす場荷では，従来のシミュレーションの
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枠組みでは捉えきれない部分があると思われるからである.記録の再生としての経験命題は，経

験そのものの生成に関する命題ではない(松野 [11]，p .41).これは，経験は信号が新たな信

号を生み出す局所的なプロセスであることを意味しており，経験の生成に関心告と寄せるときには，

記録の再生は，事後に全域同郷時間を前提としてそれらの信号を計量イちした結果でしかない.シ

ミュレーションでの役割演技での教育評価はこのような記録の再生をもとにする.では，経験の

生成に着目した役割演技の評価とはどのようなものになるのか，こういったテーマがこれまで殆

ど議論されてこなかったことは不思議でならない.

3. 地域づくりの議論における文脈想起の研究

合意形成において内部観測を意識した一つのアプローチとして，筆者は「文脈想起 Jという意

思決定主体に生じるかもしれない，特異で不連続な意識変化に着gしてきた(豆itani[3] ，木谷

[4]， [5]) .ここでは，地域づくりの議論における役割体験者の経過を記録に残し，それが再

生可能かどうかという観点で分析するのではなく，文脈想起の契機を役割演技者の発語行為の中

に見出そうとするものであり，まさに経験から新しい意識の生成(新しい経験)を見出すことに

注目している.それは，体験者自身にとって「予想外j の出来事なのであり，これによって合意

形成への視野が広まると考えている.従来のように，経験を記録に変換し蓄積することでも分析

は可能ではあるが(むしろこれが通常のやり方)，ここでは，経験が新たな経験を生成していく

過程としてみて評錨することが，内部観測的な評価になる.従来型の評価の態度を外部観測的と

表現すれば，外部観期的な評価では，地域づくりの議論の多くを記録に残し，そこから統計学的

に合意形成に有効な議論の場を探ることに注目し，内部観測的な評価では，合意形成への契機の

ありょうを探ることに関心がある.

4. 内部観測の理論について

内部観測は，松野 [11]が f内からの挑めJという表現によって示す造語であり， 1970年代

の初めに，自己決定的システムとして生命を捉えようとしたオートポイエーシスという概念に影

響を受けているものと思われる.システムとその環境とを区別し，入出カに着目するという従来

の観点と対立したオートポイヱーシスが，生命現象の記述に役立ったことは想像に難くない.だ

が松野の提示する内部観測は，こういった形式的世界観とも一線を画している.

最初に， 2節でも触れたように，内部観測という言葉がもっ意味を，上述の「内からの眺めj

という表現によって，外部からの観測に対比させ「内部から観測するj というような意味にとっ

てしまうような誤った解釈について述べておきたい. 日常的な意味での f複雑系概念j の一部と

考えることも同じ誤解を生む恐れがある.シミュレーションへの参加体験を評価する際には，特

にこのことに留意すべきだと思われる.なぜなら，シミュレーションでの実体験や疑似体験によっ

て，体験者自身が主体的に世界を認識し，新しい行動規範について学習していくといった場合，

体験者(内部)の視点による「正しい世界観j への学びを評価することに留まってしまいそうだ

からである.内部観測では，学びそのものを外部から評価するのではなく，学びへの契機とみな

。。
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すことになる.

内部観測は，その性格上，形式モデ、ノレとして記述できない.その性格とは，生命現象の特徴で

ある「予想外Jという様相について語ることである.あるモデ、ノレで予想されることは予想外の出

来事ではない.おおよそ私たちの学習活動には，ある自標が与えられることによって，その活動

の方向付け(評価)がなされる.特に教育場面では，学習者に学習呂標が与えられ，これをもと

にして学習評価，そうして教育評備が可能となる.しかし，予想外の出来事は，それをどう学習

医標に照らすかを決定することができない.

予想外の出来事によって，それまで、見えなかったものが，かつて見えなかったと知覚されるよ

うになる.それまで、見えなかったものが実在していたのか，はては私たちが世界を新たに構成し

たのかという困難な問題については避けておくとしても.文脈想起というのは，こういった見え

なかったものへの気づきであり，これが新たな経験を生成していく契機となる.

辻下 [7]はチュー空間という，経験の集合と概念(性質)の集合との間に与えられた関係を

もとに，内部観測の描写を試みている.経験集会Fが経験yを連想、主せるとは，Fに含まれる経

験が共通にもつ性質(共通に関係づけられる性質)SFを，すべて yがみたす (yとも関係づけら

れる)こと(第 1図)，経験集合Fが閉じているとは，

Fに入っていない経験がFから連想されないこと

と定義する.閉じた経験の集合を経験の安定した

分節，同様に閉じた概念の集合を安定した複合概

念，そして，これら経験の安定した分節と安定し

た複合概念の組を世界観と呼んでいる.産観的に

言えば，安定な世界観のもとでは内部観測は描写

されない.

内部観測は，経験と概念の忘却や想起が契機と

なって引き起こす世界観の不整合(経験と抵念の

開の関係によって対応づけられる集合聞の不整合)

を，安定方向に再構成するプロセスとして記述される.例えば安定でない世界観では，今まで思

い出せなかった経験xが突如思い出されるとき， xのもつ性質全体止が安定化して概念系に加

わっていく.また，郡司 [6]の言う擬似問題，擬似解決という内部観測の様相は，関係のある

と草観した2つの経験に共通する概念が，有効な複合概念の中に見出せない(擬似問題)

新しい言葉(概念)を導入することで解決したように見える(擬似解決)， 

下 [7]である.

ノ性質(概念体系)
経験(世界像づ〆 S

-'" -" 

チュー空間による新しい経験の生成過程

ときに，

と言い表したのは辻

第 1密

以上のような f予想外j の出来事に適応するための一例として，自己相似構造の文~を，不動

点を用いて説明したり(郡司 [6])，無限とは何のかかわりもない記号列を用いて集合論におけ

る無眼公理を掲げたりするのは，内部観測による擬似解決の様相を示していると患われる(辻下

旬]).また，この「予想外Jの出来事への語りロとして，郡司 [6]や辻下 [7] らが述べるもう

一つの例は，形式世界を記述する雷語の局所性と規範性についてである.辻下の表現を用いれば，

n
H
J
M
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数学の論理には， r以下同様にJという言い方で何かを確定しようとする世界がある.言語によっ

て世界のもつある特定の意味を述べときには， r暗黙の了解Jが働いていることに気づくことが

重要であり(この了解のもとでの局所性)，またこの了解のもとでは，別の意味を排除するもの

と考えたり，またそれを明確に述べることができるという錯覚をもっ(規範性). 

このように f予想外j の出来事をもとにして，内部観測の様相は2つの観点から捉えられるが，

筆者はちう一つ，意思決定者の「自由Jという点からも考えておきたい.

5.意思決定の自由

郡南や辻下によれば， r予想外j の出来事に立ち向かう意思決定主体は，撰似的解決によって

世界観を再構成する.シミュレーションに参加し体験する意思決定主体がもっ世界観の変更，お

よび主体の態度変容を表現するのに，内部観測は好都合な概念であることは確かであろう.現在

の科学の多くは，社会科学でさえも形式モデ、ノレで、記述され，これを用いて過去の経験を未来への

推論として導く.将来予測と現在価値で社会の意思決定がなされ，よりよい社会を構築するため

には，形式モデ、ルの構成要素(概念)に足りないものを，外部から与えられるにしろ主体的に探

すことにしろ，それを獲得するプロセスが学習だと考えられている.こういった既成棟念から脱

却するという意味でも，内部観測という概念は魅力的である.

筆者が，内部観測の中に加えたい議論として，意思決定主体の f自由」がある1)これは形式

モデ、ノレで、絶対的な地位をもっ因果律に関しての信頼にかかわる，意思決定者の揺れ動き，すなわ

ち意思決定の不安定さと自由についてである.この様相を理解するには，ニューカムのパラドッ

クスと呼ばれる心の葛藤を示しておくのがよいだろう 2) ここでは，原典によらず筆者の作った

物語りでこのパラドックスを紹介しておこう.

ある星の知的宇宙人は，長い人間たちの歴史の観察 第 1表 ニューカムのパラドックス

私の選択 宇宙人の行動予測

正 Z具
α 1， 000， 000 。
8 100 1，000，100 

私の選択 意思決定時の籍の状態

Aに100万円 Aは空

α 1，000，000 O 

。 1，000，100 100 

を通して，あらゆる場面での人間個々の行動予測がで

きる.今，私(人間)は， 2つの箱A，Bを聞けるこ

とによって，それらの中にあるお金を獲得できるとし

よう.ただし，私の選択はα(箱Aだけを開ける)と

。(籍A とBの両方を開ける)の二つである.箱Aと

Bに入っている金額であるが， Bには 100円が入って

いるが， Aには，宇宙人が私が αを選択すると予測し

ていたときは 100万円， 。を選択すると予測していたときは O円(何も入っていない)の状態

になっている.さて，私はα，sのどちらを選択すべきか.

この意思決定問題をパラドックスと見るときには，期待原理と支配原理の葛藤という点から簡

題を捉える.すなわち，期待原理では宇宙人の予知能力に言及する.いかに宇宙人が知的で優秀

であろうとも，予測には間違いはある.当たる確率が予測というにふさわしい確率(ここの例で

は予測が当たる確率が 50%を僅かで、も超える)であるなら， αを選択する方が 8を選択すると

きより期待金額は大きい.しかし，私は今，現前の2つの箱を前にしてこの問題を考えている.
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内部観測理論によるシミュレーションでの役説演技の評価について自由な地域づくりへの契機のために

今ここで選択を αから 0に変えたところで，籍Aの中の金額が変わることはない.すでに宇宙人

は，この箱Aに影響を及ぼすことなどできないのだ.これはいわゆる支配原理と呼ばれている

意思決定原理で，それは予測が当たろうが外れようが，どちらの場合も αより 3を選択する方が

獲得金額が大きいからである.

ラプラスの悪魔は，すべての世の中の事柄には原国と結果があり，未来は過去の延長上にある

という因果律によって，不確実なものは何もないとささやく.これは量子論の不確定性原理や予

測の手続きに必要な情報処理量の観点から批判されてきたが，それでもなお，社会科学では未来

は過去と向質なものとして形式化される.過去は「記壌Jにすぎず，現在進行形によってその都

度，未来は創られているにもかかわらず，現主形で世界(社会)を記述する.これは主客分離に

よる典型的な外部観t別である.私たちには「自由j がある.これは外部観測では捉えきれないも

ので，内部観測の組上に載せられる「予想外Jの出来事を引き起こす生命の衝動ともいえる一方

で，それは開時に形式モデ、/レでは理に適わない態度にみえる.

註:1)自分の複製ができたら一体自分の意識はどうなるのだろうか，という思考実験は，私たちが現実を捉

える際に，形式世界による記述をいかに無意識に行っているかを示す(辻下徽 [7]， p.133). これは，

筆者の述べる意思決定主体が有する「自由j に関わっているものと思われる.

2) Binmore [9J (p.242)や福場 [10J (p.93)を参照されたい.ニューカムのパラドックスは，理論

物理学者である WilliamNewcomb氏がある学会大会の休憩時間中に考案したとされるが，これを広

めたのは R.Nozikである.彼自身は政治哲学者であるため，このパラドックスは哲学研究者の聞で論

争を呼んだが，数理科学の分野ではほとんど注目されていないのが現状である.

6. 内部観測によるシミュレーション評価枠組の提案

内部観7j1IJからのシミュレーションの評価は，シミュレーションを環境条件におき，シミュレー

ションへの参加者を意思決定モデルに形式化した後に，外部からの観測によって得られた参加者

の体験データを分析するという態度だけではうまくいかない.なぜなら，ここではシミュレーショ

ン参加者にとっての「予想外Jの出来事には注目せずに，彼らの態度における一定の傾向を見出

すことに主眼におかれるからである.さらに，この「予想外」の出来事について，シミュレーショ

ン参加者に直接関くことも十分ではない.なぜなら， r予想外j の出来事について参加者の意見

を集めるという行為は，すでにシミュレーション設計者が意図し， r予想外jの出来事を「想定内j

のものとしているからである.つまり，この場合，シミュレーションの設計者からみれば，これ

も一つの参加者の態度における一定の傾向であるから，やはり外部からの観測にもとづく評価に

なる.第2図に示すように，シミュレーションを内部観測から評価するには，設計者の予想、外の

出来事をも考慮されうる.

第 3留は，シミュレーション参加者の内部観測に注目し，参加者の体験へのまなざしについて

図示したものである.まず，体験時に参加者がもっ 3つのまなざし，シミュレーションの設計思

、B
A

ヴ，
e



木

想、(文脈)，他者との交わり，そして自分自身

(r私J)の側頭からみてみよう.参加者はシミュ

レーションにおいて役割演技をするが，その

際に参照する知識には，暗黙知と明示知の 2

種類ある.暗黙知とは，言葉で指し示すこと

の困難な経験知ではなく，理解はできている

が説明できない知である.現実世界にはそう

いった知はいたるところにあるが，形式世界

では，言語で記述可能な知を用いるために，

明示知が強く意識されることになる.次に他

者との関係について，現実世界では暗黙の了
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I (観察・指図)

H ・...t>内部観測

(予想外の出来事)

第2函役割演技における内部緩測

[まなざし] {形式世界]
ゲ}ミング・

[現実世界}シミュレ}ション

(文脈) 知 =~月示知+暗黙知 牛キ 婿黙知+明示知

(他者) 了解ロ契約的了解(合理的理解) 件 暗黙の了解

cr私J) 存在=自由 件 自在

第3図 シミュレーション参加者の体験へのまなざし

第23壁 内部観測の様相と「予想外Jへの態度

形式世界の 解決に向けた動き 「予想外j の出来事に期待される感情・態度

記述側面 (心の安定) 感情 態度

①無隈性 擬似的解決(暗黙知) 不安感>孤独感 おどろき>とまどい>いらだち

②記述書語 暗黙の了解 不安感>孤独感 とまどい>おどろき

③因果律 自在の確認、 不安感>疎外感 とまどい>おどろき>いらだち

* r予想外Jの出来芸評への感情と態度は，簡単な務査にもとづいているl)

解のもとで相互のやりとりが行われるが，形式世界では，お互いの了解にその合理性が確認され

ていなければならない.さらに，参加者自身は現実世界において私j にもとづき自在に意思

決定をするが，形式敬界では「私j の自由を意識する.シミュレーション参加者の体験は，形式

世界から(援似的な)現実世界へと移されたものと考えると，この演技の形式性によって，参加

者はこの現実世界での「予想外j の出来事を意識することになる.

「予想外Jの出来事は，私たちが世界を形式世界として認識し，それを外部からの観測によっ

て像(世界像)を創り出すときに生じる.第 2表は，上述の 3つのまなざしを，形式世界のもつ

特徴である無眠性，言語による記述，因果律に対応づけて整理したものである.これらの特徴は，

4節で述べた内部観棋を参加者の「予想外j という様相から捕捉するときの手がかりになる.そ
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内部観測理論によるシミュレーションでの役割演技の評価について自由な地域づくりへの契機のために

れは，知として分解不可能な暗黙知，暗黙の了解としてしか共有できない意味，そして自在とし

ての自らへの存在確認，といったことへの気づきによって「予想外」の出来事を受け入れようと

する態度に表れる.内部観測からの評価は予想外j の出来事への感情や態度を確認すること

によって，彼らの抱く形式世界での行動(シミュレーション参加者の場合，自らの世界観のもと

での役割演技)の意味を，内部観慌の理論に従い浮き彫りにすることである.前述のように，シミュ

レーション参加者には，世界像を分解して説明しようとする際の援似問題の構築 cr無限j への

縮退)とその解決，世界像を記述する言語の局所性と規範性が生み出していることへの暗黙の了

解 2) という，いわば「内向き」の態度が形成される.

註:1) r予想外」の出来事への期待される感情と態度について，次の簡単な学生調査にもとづいている.12 

名の大学生に対し，①について暗黙知(伝えられないもの)を例示(自転車の運転法や顔の識別など)， 

@についてクリプキのプラスとクワスの懐疑論を説明，③についてはニューカムのパラドックスを説

明した後に，彼らの感情と態度について問う.感情は(不安感，孤独感，疎外感)，態度については

(おどろき，とまどい，いらだち)の三つの選択肢から選択させた.①では感情(不安感 7，孤独感 4，

疎外感 1)，態度(おどろき 6，とまどい 4，いらだち 2)，②では感情(不安感 9，孤独感 3)，態度(と

まどい 8，おどろき 4)，舎では感情(不安感 7，疎外感 4，孤独感1)，態度(とまどい 7，おどろき 3，

いらだち 2)であった.

2) 自然数の定義(ペアノの公理)がヴィトゲ、ンシュタイン的明証性(辻下 [7])をもたないことや，記

号「十j の意味を確定することの困難さを示す，クリプキのプラスとクワスの懐疑論が有名である(辻

下 ([7J，p.145). 

7. おわりに

本稿では，内部観測の観点からゲーミングシミュレーションの評価を，役割演技者および設計

者も含めて，予想外の出来事に対する新しい世界像を作り出す契機において，彼らの意識・態度

に着目してその評価の考え方を提案した.

地域づくりの自痢性は，近代的自由とは全く異質のものなのであるが，さらにセンの言う倫理

学的観点からの福祉的自由という観点でもその本賞を描くことは難しい。それは，地域に期待さ

れ，設計される類のものではなく，予想外の出来事に対処していくために，地域のしくみを市民

自ら創発的にっくりだす態度の中にある.この対極には，予想外の出来事に対処するためのリス

ク管理システムを地域の中に導入し，経済活動を中心に据えた自由な社会を構築していこうとす

る地域づくり観がある.
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