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個人の f知jと組織

一個人の「知Jから組織知への基礎研究一

菅原通雅*・今林宏典"・野々村憲川

“Force" of Individuality and Organization 
On Basic Studies from "Fo町ば， of Individuality to Organizational Knowledge 

Michimasa Sugaharピ・ Hironorilmabayashi.. . Ken Nonomura.. 

In this paper， we consider and discuss to technical terms， "force" as resource 

of the en terprise and “intimation" in individuality and organization. An “indi-

vidual" viewpoint becomes more and more important， and in relation to individ-

ual “force" is more requested. On the other hand， the ideal way of 

organization which accepts individuals is also needed. Therefore， we think that 

we should crea te “holon" between organiza tion and indi vid uali ty. 

For the purpose， we should structure the process by which individual “force" 

is converted into organizational knowledge. As a result. we present an organi附

zation man， who creates and organizes a knowledge creation was shown in this 

paper. 
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はじめに

我々は，野中郁次郎教授，金井蕎宏教授の主張

や指摘をとおして 不確実性のリスク下にある企

業経営において，何が不可欠な要因なのかを改め

て学ぶこととなった.すなわち，現実の企業経常

には「個人の視点Jと「組織知Jが不可欠な要因

であることを認識したことである.例えば，今日

の様々な出来事のなかで. 1 T革命が本格的に浸

透しつつあるが，その影響が経営事象やビジネス

事象にどのような影響をもたらし，どう変化して

いくのか.確かに情報技術の発達は物質の形成・

発肢を成し便利きや合理性をつくりだし追求して

きた.それは一見，恵みを与えるかに見える.し

かし，その反面，人間的側聞が軽視され何かを慣

き去りにする危機感を拍いてしまう.見えにくい

複合的な要因が，組織はもとより，組織のなかの

個人に対しでも湾曲したかたちで状況を一変させ

ていく.つまるところ これまでの予想を遥かに

越えて環境変化や組織変容が起こっていくに違い

ない.こうした不安や危機感がよぎる中，企業組
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織の人間的側面に何を求めればよいのか，それを

どう捉えればよいのか，といった意識から，我々

は，倒の視点に立つ「個人の知Jに関する課題を

提起する.つまり，組織論でいうところのミク口

組織観に立脚して，つぎのような論題に普及する.

第I輩では， r企業体力J(potentiality of en蜘

terpri開)をキーワードとして， r知識創造企業」

の源泉は個人の「知」に基因し，その「知」を創

出するための「場Jについてまとめる.

第H章では，人的資源管理の核心に通じる側人

の「知Jとは何かを考察し，そして， r内感的自

己組織化J概念を提示する.

第皿章では，マイケル・ポラニ}の主唱した

「内感J概念をキーワードにして， r個人の知Jに

通じる内感的コミュニケーションとは何か，また，

組織の「知Jを創発するための内感的組織コミュ

ニケ…ションとは何か，を捉える.

1.知識創造と企難

1 .企業体力

IT革命といわれる現在，情報が世の中の変化

を促進している.エレクトロニクスが情報の流通

を加速している.情報流通の加速にはLS Iを合

めた半噂体素子が大きく係わっている.その半導

体素子はその構造上，小さくすれば，集積度が上

がり，集積度を上げれば上げるほど量産効果によ

り安くなる，したがって，この半導体素子は，機

能・性能を上げれば安くなるという世にも不思議

なメカニズムを持っている.おそらく人類が経済

活動を始めて以来あまり経験の無い製品である.

良いものが必ず安いという製品は，経済では負

の財である.電気でいえば負性抵抗であり，フィー

ドパック系においては，負の特性要素を内蔵する

系は，正帰還がかかり本質的に不安定である 1)

例えば，集積度を上げていくと，発熱が大きて

なりそれに対する設計技術の開発の必要が生じ，

放電時間の長いバッテリーが必要になる.このよ

うに技術欲求がどんどん増殖する.経済システム

においては，高機能をもとめ最新のヂバイスを使

う.そうして高性能・高機能のものが出回り，モ

デル寿命を縮め，旧モデルの安売りを招き経済シ

ステムを狂わすのである.過去において日本が経

済摩擦を起こした原因の一つは，半導体製造能力

が高かった事による.

このような半導体効果の中で異常に拡散してい

る情報社会では，世の中全体に正のフィードバッ

クがかかり，変動が激しく，進化も著しい.この

環境の中で企業が生きるためには，エネルギ…を

供給し続けねばならない.正のブイ…ドパックが

かかった系は，エネルギーを供給する限り活動も

増大するが，必要エネルギ…も増大するので，こ

の増大に耐えられなくなる時，系の拡大は止まる.

企業において，このエネルギーを常に生み出す

メカニズムを内在する必要がある.これを企業体

力 (potentialityof enterprise)と名づける.人

体で替えば，血液中の糖質を乳酸に換える過租で，

エネルギーをだすグリコーゲンを補給し続ける生

組作用である.資源の有限が分かつた今，企業体

力を生む源泉は，枯れる事の無い資源「知Jであ

る.知識創造企業とはそのような「知J，つまり

知識を組織的に集結・共有する仕組みを創り上げ

ている企業である.

企業の持。エネルギーは，経営資源といわれ人・

物・金・情報がこれまでク口一ズアップされてき

たが，この資源をバランスよく生かす「知jがあっ

てこそ企業の強力な推進力となる.企業体力・エ

ネルギーの鍵となるのは， r知」という資源であ

る.構成員全体の知的レベルの高台つねに「知J

への欲求を持ち続ける組織こそ必要になる.

2.日本型モデル

日本社会経済モデルは異質である.現在好況を

続けている「アメリカモデルに倣えJという意見

を声高に唱える方々もあるが，そうであろうか，

日本が単純に国際的問質競争をすれば，資源小岡

日本では勝てないのは明白である.実質化競争・

援別化競争を目指すべきである.

以下アメリカ型モデルを検証する事で，日本型

よそデルのあり方を見ていくこととする.
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①アメリカ型モヂル

アメリカモデルの 2つの大きな成立条件は，自

由競争下で，第 1に大国の力を背景とした商品の

シェアコントロ}ルである.第 2に高度情報化社

会のリーダとしての地位が，好景気をささえ牒用

の創出源となっている.

アメリカモデルで危倶される部分は，極端な二

極分化，勝者・敗者，寓者・貧者の差の著しさ.

この二極化の結果として産業は寡占化・独占化の

経過をたどり，結果，サーピスの低下，価格上昇

を招く危険性がある 2) 

また今一つ重要な問賜が 無限に資源が供給さ

れ，無限に廃棄物を浄化できるという事を前提に

した，無限の経済モデルである.この無限は「夢

幻jであり綻びはすでに見えつつある.

アメリカの貿易赤字は 大きくこの目額の貿易

赤字を上聞る資本収支の黒字を維持しないと， ド

ルの為替相場の暴落，株式市場の大暴落は，避け

られないであろう.いまやアメリカは，製造業の

多くを破壊し「情報化Jに取り組んでいるかのよ

うに見える.実際プルックリン大橋を架け替える

工事に入札した米国企業は一社も無く，日本企業

に委ねられる結果になった.自動車工業において

は，生産設備は輸入にたより，大型プレスは，す

べて日本メ…カーからの輸入である.アメリカは，

貿易赤字が増加しようと，すでに外国から生産財，

資本財を輸入せずに活動を維持できなくなってき

ている.

③日本型モデル

日本モデルの特徴は，市場の閉鎖性，系列化，

護送船団方式，と言われるように規制保護体質で

自由競争はおだやかで，その結果，ルーズな給営，

管理がおこなわれる.また低生産性のため物価高

を招き，コスト鴎のため生産拠点を海外に求め国

内空洞化を引き起こし 不況となっている.

またアメリカ型で危倶されている部分，すなわ

ち人権と環境の保護に対しては，日本型モデルは，

総中産階級意識を持った，階級意識の希薄な社会

であり，少ない資澱を有効に生かす開発生産思想、

(製鉄業のj原材料と製品最比は世界に誇れるもの
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である)を古来より日本人の知恵・美質として根

底に内在している.

話を製造業に絞ると，日本の製造業の国際競争

力の基盤は以下である 3) 

1 )技術の習熟化

2) Z Dに象徴される高品質

3 )独自技術の作り上げ

4 )生産における独自の方法論

5 )顧客指向

6 )人間性尊重の労使関係

7 )レベルの揃った技術集団

日本には高い技術水準を持った強い競争のある

製造業が数多く存在している.そして今後，全人

類の共通課題である「環境保全Jも技術が決定的

な役割を演じるであろう.今や日本の製造業は，

を挙げてI809000，I8014000に取り組んでいる

が，技術水準の高きあればこそである. I80は自

ら目標を掲げ，達成のためのシステムを作り，自

ら監査し，ブイ…ドパックする機構であるから，

構成員の揃ったレベルの高さが必要になる.21世
紀の人類は日本をよそヂルにした環境保全に努力す

る以外選択肢は，なくなるであろう.

3.熟練技能の伝承

前述の基盤の上に製造業は強さに磨きをかけ，

弱さを補強していかねばならない.特に内需型企

業はこれから増大する内需市場に対して，間際化

の視点を取りいれた高いサーピスの提供を指向せ

ねばならない.何故なら，これからは「ものJの

価値だけではなく，その「もの」が併せて提供す

るサ…ピスの価値開発が大きな意味を持つように

なるからである. 量的拡大を目指したビジネス

モデルからサーピス開発担ビジネスモデルへの変

更を迫られている.

これは「製造業のサーピス化Jではなく， r創
造業Jへの転換である.創造業とは，製品に付加

価値を加味するのではなく製品の提供を通じて利

用者が受け取る機能の価値を増大させる事をいう.

図1は製品製造の流れである.物の欠乏してい

た時代には，とにかく物がほしいと消費者は考え
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の目を入れ，機械化できない「技Jは真撃に伝承

する.現在，機械化できない技術は多くある.プ

レスの金型製造はその典製である.例えば，コン

ピュータ制御では 1....... 2/100mmを出すのが精

一杯で，その上に職人の謄きがかかると 1/1000

mm単位まで可能である.この違いでプレス可能

回数が2万四の差をもって回数差を引き出すこと

が可能である.職人の金型は メンテナンスを施

すことで，さらに 4万ないし 6万四寿命を延ばす

ことができる.このような「技Jをより一層取り

入れ，技術開発に結びつける必要がある.

4.技術と知

技術は，工学(テクノロジー)と技能に分化す

る.専門知識，技能，創造力，意欲が推進力とな

る.専門知識は，工学的知識，企業内に蓄積され

たデータベース等がある.

技術は，人間の意欲と情報を組み合わせ，創造

カを発輝し必要技能を生かすことにより発揮でき

る.例えば，問題解決を考えるとき，解決しよう

とする技術問題に関する知識(技術情報を合む)， 

コンピュ…タに関する知識，コンピュータの操作

技能，問題解決のための創造性と意欲，が必要で

ある.技術の「継承Jを杜内で行っている企業は

多くあるので，その典型的な例を次に示す.

る，供給者はとにかく大量に製造する事を優先す

るのである.この時代を「名詞Jの物作りと呼ぶ.

「車J. r冷蔵庫Jがほしいと消費者は叫ぶ時代で

ある.次に，最的満足を見た後の段階は，より品

質の良いものを求めはじめる，質の時代である.

早く「動くJ車・よく「冷えるJ冷蔵庫を求める，

供給側は， r動調Jの物作りを行うのである.次

に到来するのは個性化の時代である.消費者の要

求はより多様化し，心の中のイメ}ジを消費に饗

求する.rラグジュアリ -Jな車， rおしゃれJな

冷蔵庫という要求にあわせ「形容詞Jの物作りを

供給側は行うのである.マスロ… (A.H

の r欲求五段階説」に見られるように，消費者の

欲求は吏にエスカレートし自分の心に訴えかける

ような製品を求める.供給者は， rウア これ

はすごい!Jといった感動を呼ぶような付加価値

のある製品を開発しなければならなくなる，ぞれ

が「感嘆符Jの物作りである.r製造業」はこう

した「創造業Jへの転換の時代を迎えている.

産業形態は「知識集約型J. r感性集約型J産

業に転換して，新たな競争を行うが，社内の「知J

を総動員し市場変化にすばやく応じる必要がある.

そのためには現場力の再評価と再構築を見落とし

てはならない.現場の技術者，技能者が保有する

「手技Jや頭脳的技能の分析，継敢にサイエンス

66 

産

業

形

態

の

変

遷

名詞の物作り

動詞の物作り

形容詞の物作り

感嘆付の物作り

大量生産

品質管理

多品種少量生産

生

産

程

の

変

遷
一品種一品生産

物作りと産業の変遷図1



菅原通雅・今林宏典・野々村憲 67 

デンソー工業技術短期大学校は，企業内短期大

学校であり，最先端技術を見据えた龍子情報技術

者やファクトリーエンジニアを育成している.こ

こでは，個人の技能知を高めるための専門的知識

とその技能の養成という能力開発を行っている.

個々人に高いそテイベ…ションを付与する取組み

を行っている.そうした場で訓練を受けた卵(学

生)たちは，イ云統をもっ技能五輪大会の国内大会

と国際大会に出場し，習得した技能を競い合い技

能知を高める努力をしている.問校の学生たちの

成果には驚かされるほどのものがある.それは，

技能五輪レベルで82名が金メダルを獲得，岡際技

能五輪においても金メダルを14名が獲得するとい

う成績を残しているからである.そうした成果の

結晶は，同大学校の一途で熱心な個人と組織の協

働体制による教育の賜物に困っている.単一技能

に特化した教育が，もの作りの現場でどれほど役

に立っかという議論はあるが，同校では「一茶は

万芸に通じる.ある技能を徹底して習熟した人材

は，他のものにも立ち向かっていける能力を持っ

ている.やり抜く，何とかしようという気概，工

夫力が卓越しているJ4)と語る.

中小企業における技能の開発伝承は，特化した

オンリーワン技術，技能の研績に力を注ぐべきで

ある.大企業においても創造的な技能の開発伝承

により，総合的な開発力を支えなければ激しい競

争の中で淘汰されてしまう.

5.知識創造の「場J

知識を創造し技術を高める，枠組みを持つ企

業のみ，今後成長が見込まれる.ではその梓組み

を野中郁次郎氏の知識創造企業を参考に考察して

いく.彼は.M.ポラニ}の主唱する「暗黙知J
の概念を引用して，その「知Jを「暗黙知」と

「形式知Jに分類している.暗黙知は言語化し得

ないあるいは雷語化しがたいアナ口グ的な知識で

ある.一方，形式知は言語化された明示的なデジ

タルの知識である.このニつの「知Jの社会的相

互作用をつうじて人間の知識は創造され拡大され

る.企業において，この二つの「知Jが重要であ

ることは替うまでもない.本能的なレベルでの暗

黙知が基本となり，不可欠の強みとなる.これが

無ければ迅速に高度なパブオーマンスを発揮する

ことはできない.企業内で知識を共有・活用する

には形式知が有効であるがその背後に暗黙知が僻

ければ知識価値は相当低いものになる.この性質

が異なり，補完しあう 2つの知識により知識創造

が超こる.暗黙知が形式知化され，ぞれが行動を

促進させ，暗黙知が豊かになる.そのプロセスを

通じて新たな発見や概念につながるのである.暗

黙知と形式知の社会的相瓦作用をとおして知識が

創造されるならば そこに 4つの変換モデルがで

きる.それは，①個人の暗黙知からグル…プの暗

黙知を創造する「共同化J.②暗黙知から形式知

を創造する「表出化J.@個人の形式知から体系

的な形式知を創造する「連結化J.④形式知から

暗黙知を創造する「内閣化J5)，である. この 4

つの知識変換のそ…ドをダイナミックに相互循環

するプ口セスを創出することが大切になってくる.

ところで，凶 2は，知識創造支援過程を示して

おり，企業内に創造の場をつくり，知識創造を支

援するシステムの枠組みが示されている.r場」
とは，力を発現させる場所という意味で，カを持っ

ていても「場」がなければ，その力を確認し，利

用できない.たとえば電波は電磁場において，重

力は重力場においてはじめてその力を確認できる

のである.組織内においても力を発揮する「場」

を提供し，その場は，全体として「入れ子構造」

になり，最終的に企業の知識創造の「場」となる

必要がある.経験を共有することによる暗黙知創

造の「場J.職場のみならず，インフォーマjレグ

ループの企業内外での会話・議論もこれに相当す

る.個人と集団の相互作用を媒介とする，暗黙知

から形式知への変換プロセスの「場J，開発会議

などのグル…プ討議をとおして思いを言葉に変え

て行くような「場Jの提供である.異なった形式

知を組み合わせて新たな形式知を作り出す「場J.
形式知の獲得，統合などを行い，伝達普及を図る

「場J，こうした各種各様の「場Jにおいては，情

報技術が大いに役立つであろう.非線型性を含む
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共同化 | 表出化

知識創造プロ

セスのリード

問 刷..... 
価値創造

知識創造プロセス

知識資産の共用・活用 知識資産の蓄積

.----ーーーー』ーー----四ーーー曲峰崎』ーーー

AIシステム

エキスパートシステム

社内の知識啓蒙・意識付け

自己組織化・企業文化の創造

図2 知識創造支援過程

需葉の解析にはニューラルネットワークなども有

効となる.

個々人が共同化，表出化，連結化の体験をとお

して，メンタルモデルやノウハウという形で内面

化されるヅ口セス，つまり形式知を暗黙知に変換

する「場J，ここでは学習が密接に関連しO]T

や研修会などの実感の体得がこのブ口セスに含ま

れる.企業は，このような「場Jを提供すること

で，共同化から内面化のプ口セスを，あたかも品

質管理あるいは IS0において表現される fp→

D→C→A→を回せ」のごとく循環させることに

より，あらたな価値創造が可能になる.このとき

知識資産化するための蓄積検索記録をおこなう I

Tを活用することにより，効率的な知識創造が可

能になる.特に表出化のプロセスにはA1 (人工

知能)技術が役立つ. A 1技術の中で注目を集め

ているのがエキスパートシステムである，これは

専門化の知識をずータベ}ス化し利用するもので

あるが，表出化で大きな成果を挙げることが期待

できる.グローパル化が進すなかで，離れている

人聞がフェ…スツ…ブエ、ースの関係をもって，テ

レピそニターを前にして討議ができるテレピ会議

も有効である.

この図 2による経営のダイナミックスは，目的・

課題を与えることによる刺激が引き金となり，

「場Jを活性化させる.そして，このダイナミッ
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クスにより，暗黙知を合めた知への組織的意識づ

け，社内の知識啓蒙に寄与し，企業として新たな

価値創造を行い，利益創出が可能になる.市場に

は，顧客の記憶の中に，顧客と共有された知識，

ブランドとそれらにより形成された市場での認識

というような知識資産を形成できる.

6.記号論よりみた知識創造

知を共有，活用する基本は，ことばをはじめと

する記号である.以下，記号論を基において知識

創造の精神活動を見ていく.

人類の歴史の中で 意思を通じさせるために本

物に似ている何かを使ってそれを表現する方法を

とってきた.この本物に似ているものが記号であ

る.言葉をはじめとする記号を制御するほうがそ

の記号が代理している現実を制御するより，よほ

ど低いコストで行える.このような記号操作は，

情報テクノロジーのひとつで，人間の中枢神経の

中では常に行われている.

ここで正確な伝達を達成さすためには，発受信

者聞の共通の了解に器づいた決まりに従ってメッ

セ}ジを構成しなければならない，この決まりを

「コードJと呼んでいる.そしてこの記号は，何

かを「意味Jするものでなければならない.した

がってそこには意味作用が存在している.もし受

信者がコードから逸脱しているメッセ…ジを受け

取ったばあい利用するのが「コンテクストJであ

り，このぱあい「解読」ではなく「解釈Jになり

受信者の主体的な推論により意味内容を解釈する.

この記号を使用していくうちに，人間の知覚可

能な記号をコ…ド化し 心の中にある形もなく目

にも見えない知覚不可能なものをも他人に伝える

ことができた.芸術表現など考えるとよく分かる

であろう.そして記号による意味づけという営み

の中で，人間は自らにとって未知のもの，関わり

のなかったものを，自らとの関係で捉え，自らの

文化の世界の中に組み込み，自らの世界を膨らま

せることができた.そして何よりも大事なことは，

意味づけをする行為の中で，一連の対象を「同じ

価値のものと異なる価イ肢を区別してまとめるJ，

つまり「分節Jという機能を身につけ，ものを一

つずつ考察するということから離れ，普遍的なも

の，抽象的な思考をするという方法をとることを

身にゥけた.ものをすべてまとめて考察し，そこ

にある共通性を抜き出して抽象的にとらえること

によって，概念を思考し，それを記号で表現し活

用することを覚えたわけだが これは人間の精神

活動において大きな発展をもたらした.

記号は人々の中に取り込まれ，物や事(概念)

を表す共通の道具となった.さらに記号は論理的

思考の恭本単位となり，様々な思考の道具として

活用されるようになった.新しい経験を積んだり，

思考を積み重ねて新しい概念を創り，それを表現

するための新しい記号を作り出し，それを基に思

考するという繰り返しを行ってきた.

以上の様に， r記号→概念→経験→記号→新概

念jという精神活動を行う「場Jを自ら創り，よ

り活性化するブイ…ルド創造(イナクトメント)

が，個人の中にも組織の中にも求められる時代に

なった.

では，以下，ことば(記号)によるコミュニケー

ションの理論的展開を第班章で試みる.そこでは

ポラニーの理論をかりで，個人の「知Jを創発さ

せるコミュニケ…ション，および組織の創発的コ

ミュニケ…ションについて考察する.

なお第E章では，個人の「知Jから組織力への

変換プロセスに関して，理論的に考察する.

II.個の視点と内感的自日組織化

1 .人的資瀕管理の核心と個の視点

野中郁次郎教授の「知識創造の経営」や金井帯

宏教授の強調される「個人の視点j に立つ組織

論 6)の展開は，企業の経常・管理・組織の今日

的変容に対して，広義・狭義のマネジメントの本

質論に迫る内容や新たな発想、の転換を呼び起こす

ような機会を提供しているように思える.

倒の視点を重視する「知の経営Jの観点から組

織を捉えるならば，企業の「人的資源管理」には

新たな発想、による取組みが要求されてこよう.
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企業の人材雇用は，従来型のゼネラリストに代

わりスペシャリストやプロフェッショナルといっ

た専門家を求めるようになってきた.いわゆる専

門性重視の膳用形態がますます基底に慣かれてく

る.これまでの人の「管理Jから人材をどのよう

に起用し「活用Jして人財化(単なる人材ではな

く)していくかといった人的資源活用に基づく

「人材開発」の側面が重視されようとしている.

換替すれば，組織の「能力開発Jの側閣である.

本稿のテ}マのごとく 佃人の「知J7lをどのよ

うに個人レベルで育み，組織力に転化していくの

か，まさに「個人の知から組織知への変換プロセ

スの深化」が問われている.不確実性下において，

組織は，こうした人的資源の変換・転換プ口セス

を組織化し創出することが大切である.そうする

ことによって環境適合の可能性を持ちこむ.ぞれ

は，組織における個の視点を基調とした「内感的

自己組織化J(第2節において説明)をおこすこ

とを意図する.したがって かかる概念に人的資

源管聴の核心が潜在していると思われる.

そこで，具体的に「人的資源管理の核心J(core 

of human resources management) とはどのよ

うな性格のものなのか， C.Mabey (1998)の人的

資糠管粗に関する引用をもって捉えてみたい.

「人的資源管理論の理念は，今までもあった.

そして現在の理念とは基本的に異なっており，従

業員の管理は競争的優位性を維持する碁本的な源

泉であると苦う考え方を基本としている.同時に，

それは四つの主要な観点に基づいている.すなわ

ち，第 lに，人々がコストとしてではなく資態と

して扱われることが必要である.第2に，結論と

して，人的資源を管理することは結論が定まって

いるのではなく，現実に戦略的重要性の問題であ

るということである.第 3に，それ故に，人的資

源を管理することは，全面的に人事専門家に委ね

るべきではない.すなわち それはすべて管理者

が担うべき活動である.第四に，基本的な方向は，

それぞれ内部的に統合され企業全体の戦略と統

合されねばならない.この発展的意味において，

人的資源管理論と言う概念は，戦略的人的資源管

理論と同じ意味にあたる。J8)と述べている.

ここでの主張点はおもに 2つあると思われる.

第lに，働く個々人が r:zストJとしてではなく

「資産」として扱われるという「人財J的資源観.

そこには働く個人の視点に立つ考え方がある.第

2は，かかる個人の人的資源の管理体制は，個々

人を受け容れるためのシステムが用意されている

前提がなければならず従来のように人事関係者

が職務的に管理するというの?はなく，管理者に

自由最良な権限を与え委ねて人材活用を調整・統

制する必要性があることである.ぞうした管理体

制を基調として，そこから内部的に統合し，企業

全体の戦略に結合させていくことにある.こうし

た璃解から，前者は，個人の視点を基調とする

「ミク口組織観Jである.後者は，人的資源の組

織戦略という見方であり，組織の環境漉応性に関

わるものであるので「マクロ組織観Jと解せられ

る.このことから，働く個人とその倒人を受容す

る組織をいかに統制し「融合Jさせるか， r個人

と組織の融合J(ホロニック経営 :horonic

management)というところに戦略的人的資源管

理の機能性が問われているように受けとめられる.

したがって，ここでの要因は，個人のもつ知識や

能力，力量，感情などの非合理性の側聞が組織の

合理性をいかに越えられるか，という聞いを想、却

させるような見方もできる.

以上のことから，人的資源管理口戦略的人的資

源管理とは，個人の組織的行動を環境適合的にと

らえ，人的資源活用の戦略メカニズムを内省し，

組織化の原動力会創出する自己組織化(自己革新

的組織の活動)的な機能を果たすものと考えられ

る.

そこで，さきの Mabeyの考え方に基づけば，

f人的資源管理の核心Jを島弘教授は，その著

f人的資源管理論J9)においてこのように捉える.

すなわち，

「ここには，人間資源の管理として，それぞ、れ

の人間に合致した管理方法が必要であることが強
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調されている.またこれらの人的資源の管理が，

企業の経営戦略と密、接に結びついており，この管

理がうまくいくかどうかが競争的優位性の重要

な決定要因の一つであるということである.特に

ここで注意せねばならない事は，画一的な人間像

を避け，人間を複雑な性質を持つ有機体として見

ていることであり，他方では，激烈な競争に直面

して，競争的優位性の有力な源泉であることが強

調されていることである。Jとしている. このこ

とから， r労働者を人間的に扱うことによって，

能率を高めようとしていることは明らかであり，

そこで，この人間的扱いという現象を正しく分析

することは重要である。」と解されている.

したがって，ここでの強調点，つまり，想定さ

れる課題は主に 3つあり このことが人的資源管

理の核心に通じるところがある.第ーに，組織の

なかの「個の視点Jに立つ管理方法とは何か.第

二に，戦略的人的資源管理の下において有効な人

材活用の実践化とは何か.第三に，シャイン

(E.H.Schein)の提唱した「複雑人モデルJに基

因する如く， r人聞を複雑な性質を持つ有機体的

存在Jと解して個人を捉えるとはどのような意味

か.こうした 3点に，かかる「人的資源管理の核

心Jに対する潜在性が集約されているように思わ

れる. 集約した 3点からさらに強調したいこと

は，すなわち「個の視点」を基調とする人的資源

管理の可能性である.それを基点としたときに，

組織において知的生産を成していく個人の「知J

との関わりが表出する.嘗い換えれば，上述のよ

うに人的資糠管理の理想、型を概説してきたのには

理由がある.個の視点に立つ「倒人の知」への認

識と実践を受答(学習)しない組織は，不確実性

下のリスク経営環境を乗り切ることが非常に困難

になろう，ということである.つまり，個人と組

織のあり方を問うているのである.個人の知を受

容する組織が，いかにして人材を確保し活用して

いくかという「人財」なる人材開発プ口セスへの

命題が提起されてくる.そこで，以下， r個人の

知jとは何か，組織力とは何か，が2節以降の課

題となる.

2.個人の「知」とは何か

個人の「知Jという「知Jとはどのようなもの

をいうのだろうか.r知」には， r知」を構成する

源泉要素があるように思う.すなわち，常識や良

識，センス，技能，経験知，感知，直感などの意

識の諸要素であり，それらが相互作用し統合し，

それが目標達成への総合力となり， r知Jの次元

にまで高められる状態と解せられる.したがって，

本稿において我々は 知を一つの能力として捉え

てみた.だが，通常イメージするような単なる能

力ではなく， r知Jは変容・変換させる能力であ

り，創造力を生み出す源泉であると捉えられよう.

知識は静的なものであろうが，知は.人間の行為

プロセスを活発にする機能をもち，静的なものか

ら動的なもへと変換する璃芽的作用を導く力，そ

れを「知」と解したい.一般的な r知識」をいか

に価値ある r知Jに浄化させるか，にある.我々

は，こうした「知」をブォース (force)と捉え

た.なぜ，ブオ}スなのかといえば，この用語に

は，本来， r精神・意志・感情の力Jという意味

や支配力，影響力，効力などの意味を合んでいる

から?ある.つまり，メンタルな側聞(精神活動

をとおして)からわき起こる力というイメージを

与えることから，我々は「知」をフォースと解す

ることとした.

以上の我々の解釈を，科学哲学者のM.ポラニ…

の「内感J概念 (intimation)10)に当てはめてみ

るとこのように表現できるだろう.すなわち，組

織の中の個人は，常に自己の内的対話と解される

「内感J(感応)を起こしていく状態を創出してい

くような態度形成が必要である.それを筆者は

「学習する自己JOearning self)と表現する.学

習する自己というのは 自己の心の内にある意識

(感知:意凶，思案，感情等)に葛藤(問題・疑

問を自分の内閣に投げかける)をっくり出し自分

なりの聞いや解を導く「精神活動jであり，常に

学習する内閣化環境を創出する行為のことをいう.

そうした様態を r内感的自己J(intimate self) 

と呼ぶことにしよう.上述の「学習する自己Jと

同様に，組織は，個人の内感を反映させる体制を
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もち込み，それをとおして組織自体の内感を創り

出す.そうした個人的内感の収束が組織化を生み

r学留する組織J(Iearning organization) を形

成し，組織カを誘導するような原動力に転化する

ことになる.このよに組織化の過程で学習する組

織状態が形成される様相を， r内感的組織化J(in幽

timate organizing) と表現することができる.

さらに，こうした個人レベルの「知Jと組織レベ

ルの「知Jが，組織の中で相乗効果を創出し，収

束された佃人知が組織知へと伝播され，総合力へ

と転化する状態，このプ口セスを「内感的自己組

織化J(intimate self幽 organizing) と首い得る.

つまり，個人の内感と組織の内感の融合である.

以上のような一連の解釈をもって，我々は「個

人の知Jをこのように定義することとした.

「個人のもつ知識(技能知)・潜夜性を内感する

ことによって，自己の内閣に総合力を築き，それ

を行動に転化させることであり，そうした自己の

内閣ブロセスをとおして，そこではじめて「知J

の発現につながる，そうした意味から個人の知と

呼称するJことができる.

では，かかる定義に碁づく個人の「知Jがどの

ようなメカニズムによって組織知に，すなわち組

織力に紙化(変換)されるのか.そのプロセスを

組織認識論の観点から捉えてみる.

3 複雑人モテゾしから自己実現型の人間モデルヘ

の「人的資源J形成

第1節の「人的資源管理の核心Jというところ

で，筆者は，シャインの主唱した「模雑人モデルJ
に碁因する如く， r人聞を複雑な性質を持つ有機

体的存在Jと解して個人を捉えるとはどのような

意味なのか，といった問い掛けをした.そこで，

シャインは「複雑人モデルJを，人間が行動する

場合に，一つの欲求だけで動かされる性格のもの

ではなく，実際には人間の欲求は複合的であり，

また，人間の置かれた状況や発達段階において内

容は異なるものであると説く.このように個人の

内閣の複雑性と外部状況との絡み上の欲求である

から，組織のリ…ダ…は個人の特性や状態を把握

しつつ個人をリードする必要性があることを説い

ている.

さて，筆者がここにシャインの考えを引用した

のには理由がある.働く個人の内側から観た場合

に，人間は確かに場面や状況に左右され，それに

より複合的欲求をもって行動している. しかし，

個人を活用する組織側から観れば，複雑な欲求

(心理)を，殆ど考織に入れる間もなく，働く個

人に対して付加的職務や過麓な責任をもたせ労働

体勢を強いる傾向がある.現今のような不確実性

下では尚更のことである.つまり，複雑欲求をも

っ個人を受容する組織は，影響力や支配力を行使

して人材を管理・活用する訳である.個人よりも

組織を優先する感は杏めない.シャインが雷うよ

うに，リーダー役割を巣たす管理者(上司)にコ

ンピタンス(有能性:個人の行動特性を認知し対

応する能力や器最)があり，部下の性格や特徴を

十分に理解しようとする人物であって，いわゆる

「内感的自己J(学習する自己)を有するリ…ダ…

であれば，働く側人の環境は随分と機能性の高い

ものとなろう.よって，こうした状況を組織側が

どのようにシステム思考で捉え，方策を講じるか

に依存する.そこに「内感的組織化J(学習する

組織)の力量が問われるように思われる.複雑人

モデルの特徴は，リ…ダ…シップの力量や自由裁

量の権限あるいは権威的権限などの発動によって

個人の組織での行動パタ}ンが決定されやすい.

その意味において，リ…ダーの性質に依存した個

人行動となるので，倒人レベルの「知」の発動に

は及ばない，むしろ組織側の裁量度合いに依存す

る傾向をもっ.したがって，複雑人モデルでは，

複雑性をもっ個人であるが故に，個人の統制が困

難となる.そのために組織の力によって制御する

という環境を導く.つまり，個の視点の重視には

なりにくく，組織の視点で個人を捉える人間モデ

ルと化してしまう.逆にいえば，側人の複合化し

た欲求を組織は活用し管理する，という極論に到

る.

一方，マス口~ (A.H.Maslow)の主唱した自

己実現型の人間モデルは，組織の中で生きる人間
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の理組的ルートを象徴とするそヂルである.かか

る人間像は，神秘性・斬新性・変化・流転などに

強く引きつけられ，かつ，常に可能性を見い出す

能力をもっ人間であり 流動的で変化する状況に

対して鋭敏に感応し分析する力をもっている.つ

まり，個人の主体的対応性が基底にある.間定的

な思考・行動を排除し，自主性のある行動，個性

的能力，漉応、性などの自発的な思考・能力と行動

をもって対応する人間である.こうした人間像で

あれば組織はその個人特性を助長しやすい.現実

の企業現場においてこうした要素をもっ人聞は確

かに存在するが，こうした組織人ばかりではない.

問題なのは，こうした理想都の人間像以外の個々

人を，組織的にどのように育成し「自己実現欲求J

を誘発し人材活用していくか なのである.自己

実現型人聞のような特性をもっていない個々人が

存在するのなら，自己実現型人聞を創出すればい

い.それを組織の「器Jで実践すればよいのだか

ら.ぞれが，有機的存荘としての個人，側の視点

を重視する戦略的人的資源管理の核心にあたる.

では，このことに係わる企業の取組みケ…スを

見ていくこととする.以下の例示は，自己実現欲

求を侃すモテイベーションと捉えることができる.

1 )コラボレーション化

①集団形成によるコラボレーション化 r専門

家間の学習する組織づくりJ

例えば，実際の企業ではすでに実践されて

いるが，組織を構成する職場集団において，

異質性のある構成員(専門家等)をプロジェ

クトという形で編成し，創造のブ口セスを共

有化することにより 単独では為しえない創

造的成果を生み出す協働・協創行為をするよ

うな，いわゆるコラボレ…ション (collabo“

ration)を図ることによって， r学轡する組

織づくり」を創出する.そうした意閥的な集

団編成を日常行動化(慣行化)させることに

より，自己実現型の個人(人材)を導き出し

組織化への人財としていく.

②csインボルブメント型のコラボレーション

化 r顧客情報による学習する組織づくり」

ある大手スーパーは 顧客のクレームをプ

ラス思考で捉え，ビジネス・ブ口セスに反映

させるべく観察力の鋭い主婦を生活の知恵者

と見て，選ばれた主婦の参画と関係者で構成

されるクレ…ム会議を開催し，そこで得た異

質性の情報を組織全体の共有物にしてcs販

売促進戦略への糸口にしているケースである.

この事象はまさしくコラボレーション化に因

る「学習する組織づくり」の典型であり，K.

Eワトキンスら(K.E.W a tkins/V.J .Marsic) 

が述べた「学習する組織とは，時には顧響も

含めて従業員を意思決定，対話，情報共有に

参加させる組織であるJll)という一定義に通

じるものである.

③キャリアデザイン・能力開発型の「学生と指

導者による学習する組織」

別な角度からのケースとしては，第 I章者で

例示された(鮒ヂンソーのように，企業のもつ

ヂンソ…工業技術短期大学校において専門的

技能知と伝承意識を高めるための取組みが教

育システム上で展開されており，対象者に対

しての能力開発の場，キャリア形成の場を提

供しそテイベーションを高めて，個々人を社

会へ送りだしている.このケ}スの場合もシ

ステム的「学習する組織づくり」への企業努

力がある(具体的には，第 I寧:菅原により

記述). 

2 )フラット型組織への構造改革による「能力主

義と自己責任Jの組織体制づくり

組織の構造改革によりブラット型組織に改編し

た代表的な企業が幾つかあるが，そのなかで良く

知られている代表的な企業，産業材の企画・販売

はもとより新事業開発に乗りだしている専門商社，

(掛ミスミである.この企業は 抜本的組織構造改

革を行い，部課制を廃止しタスク中心のチーム制

による運営とするブラット型組織に改変した.社

内外を問わずチームリーダーとチームメンバーを

公募し人材を募る公募制方式を採用した.ここで

重要なのは，徹底的な能力主義組織に変革したこ

とにより，個人の力量が問われる仕組みが用意さ
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れたことであり，ぞれが自己責任システムで運用

されていることである.組織は経営方針を主張す

るのみで，あとは個人の自由と自己責任の下で，

自ら練り上げた企画により事業を興し，各自で

「脂聞きJの感覚で事業を完遂していく. ミスミ

Tは.r自分で考えて行動する力Jが強く求めら

れるということから「野武士的思考力Jと表現す

ることもあると普う.一般的な常識を打ち破って，

創造的に考え抜く力のことを「野武士的Jと表現

するらしい鍋まさしく個人の「知」や個人行動を

噂震した組織のあり方がここにはある.このこと

から，個の視点を重視した結果による組織行動が

実践される典型的組織といえよう.

このように，組織の構造・機構を変化させたこ

とによって，組織の構造が造り出した「学習する

組織J的環境において，自由と自己責任体制下で

個人の意識昂揚や個人能力が促進される，という

ケースである.

3 )コンピテンシー概念応用化による人事システ

ムの構築

コンピタンス(com petence)とは心理学の概念

であり.r側人の能力・倒人の行動特性Jを意味

する.この概念を手法とし「コンピテンシーJ

(competency)に基づいて人事システムを構築し

た企業がある.この人事システムの本質には，か

かる概念を基底にし「継続的に優れた成果を生む

倒人の行動特性Jを利用して，従業員の性格や適

性・諸能力を総合判定し.r適材漉所Jを重視す

る人事異動に機能させるものである.当企業では，

新人事制度の…環として「人材適所人事Jという

ような感覚で捉え，人的資源活用の手法として位

置づけている.適材適所と判断するためには実践

化への連用方法が必要となるが， この企業では，

個々人の優れた行動特性を認知するために「職務

要件表Jという個人特性の評価尺度を示す評価表

が考案されている.この職務要件表には，顧客志

向性，戦略センス，交渉力，プレゼンテーション

カ，ネットワーキングカなどの能力発機の可能性

を示した項目が列記されており，個人の行動特性

は何かを予測・判断するものである.そして，各

部署から優秀な個人特性をもった倒人を選出し一

点に集合させ，その場でのビジネス活動を診断し

て，個々人の能力やセンスの特異点や平均的要素

を捉え，そこで見出された潜在性を組織の人間モ

デルと評価し「人材適所人事」と見ていく体制を

有している.この取組みは，心理学の科学的手法

を取り入れた能力診断を指標とする人事システム

であり，能力開発に結びつくという意味において，

特異性をもっ企業ケースといえよう.したがって，

この人事システムは.r個の視点J1重視の典却と

見ることができると問時に，個々人を受容しやす

くする機能的システム的機構をもっ組織の戦略的

人的資源活用のあり方が発現されている.

以上の企業ケ…スから共通に見られるのは，人

的資源管理が「戦略」的に展開される段階に本格

的に突入しているという事実である. r場当たり

的に・適当にJという受動的にではなく. r意識

的に・計蘭的にJ学習する場を創出する能動的対

応が要求されている.コラボレーションによる

「場」づくりが，組織のコンピタンスによってマ

ネジメントきれなければならない.しかしながら，

その一方において，前節(2節)でも述べた如く，

「内感的自己Jを形成するのは基本的に組織のな

かで働く個人(個の視点)の課題でもある.個人

は，個人レベルの「個人の知Jによって組織への

対応性や適合性を自ら創出しなければならない.

ここに倒の視点に係わる一つの例証を示そう.

企業が学生を採用する場合に，企業側が企業ガ

イダンスという「場Jを設け学生募集を行うのが

…般的である.ところが，就職を希望するある大

学の学生たちが団結して 学生主催による「逆求

人フェステイパル」と題した「逆」就職ガイダン

スを開催した.就職を希議する学生たち数十名と

企業の人事担当者が集まり，そうした「場Jを学

生自らが主体的に創出し 人事関係者を前に自己

PR・信条，経験談，研究内容などを披露しプレ

ゼンテーションを行う，といったユニークな企闘

を見事にやり遂げたケースがある.これに対して

「企業側は，こうした主体性・自発性を待ってい

ましたJと人事担当者は熱く語った.このケ}ス
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の特徴は，意識的に「場jを創出したことであり，

そこには自主的な個人行動があり，そして個々人

自らが組織を興し協働・協創行為を展開し企画を

完遂させたところにある.そこにはおそらく内感

が発せられ，個人の知が発現され自己実現型の人

間像が存在したと思われる.その個人の知が「内

感的自己組織化Jを誘発したであろう.このこと

から，個人の力か，あるいは組織の力か，という

どちらが先かというような唆昧な議論は存在しな

い.個人と組織は分けて考えられない.なぜなら，

組織を構成している単位は「個人Jなのであり，

個人によって集団化され組織自体は構成されてい

るからに他ならない.各種の仕事とその目標を達

成するのに単独だけでは為しえないから組織が必

要になる，という組織論の原理は積しょうもない

の守ある.自動車を定らせるのに，エンジンかそ

れともガソリンか，どちらが必要か，などという

議論など成立しないのである.組織にとって個人

の符在は大きいし 個人には組織が不可欠である.

組織は，個人に価値を付与する機能性をシステム

的に有している.もちろん倒人の存在に価備を付

与するには「組織の力量J(組織知)が問われる.

さきの企業ケースにも見られるとおり，個人の

「知Jを受け容れるには組織の「力量Jが必要で

あり，個人を成長させる土壊(システム)を用意

しなければならない.マス口…のいう自己実現型

の人聞は，モテイベーションを椴幹としている.

その意味から組織のシステムによって個人は動機

づけられなければ，個人の「知Jは発現されにく

い.その一方で，個人は， 自ら内なる力

(empowerment)を培い，その知を組織に発信し

なければならない.そのためには，倒人は「自己

実現型の人間Jを目標備とすることが求められく

るように思われる.本稿の結論として筆者は，こ

のように自己実現型の人聞を捉えた.自己実現型

の人間(個人)とは 組織のもつ暗黙知的な情報

を個人の内感に取り込み，それを個人から組織に

灘元することのできる個人の力鼠をいう.一方，

そうした個人の知を組織は組織の内感で学習し受

容して，個人との融合を可能とする体制を持ち込

む.それを「内感的自己組織化Jと推論する. し

たがって，個人と組織の融合とは， r理想的な均

衡関係をめざして，融合を創り出すまでの過程に

おいて，個人レベルの内感的自己と組織レベルの

内感的組織化が，葛藤して生み出される相乗の結

果Jと解することは誤りであろうか.

本稿では「個人の知J，野中教授のいわれる

「個人知J(個人的知識)の形成過程にかかわる内

容について，氏のセンテンスを借りて「知」を捉

えてみる.すなわち，野中教授のいわゆる組織認

識論の観点では， r備には個性があり，その自主

性(自律性)をもった行動には多様性がある。J

12)というように，組織的知識創造の源泉の一つ

は，個人の「自律性J(もう一つは意図)である

と言っている.rしたがって，個人の自律性の高

い行動を許すことは それだけ偶然性を取り込む

確率を増大させることになる.知識を創るという

視点からいえば，情報獲得と情報の関係付け・意

味付けの自由度が高いということである。J13)と

いう.それは，一言でいえば組織的知識創造の可

能性であり，創造的組織の可能性である.では，

上述の野中教授のセンチンスから何が読みとれる

だろう.筆者は，このように解した.

まず第 1に，個の視点に立つ組織とは， r個人

の自律性を持ち込む組織になることであるJとい

える.そのためには組織は個人の自主性を認める

ことである.個人の自主性を認める環境が設定さ

れれば，組織の個人行動には多様性が生まれ，そ

の土壌から個人知が形成され，その「知Jが連鎖

して誘発作用が生じ創造的・知的生産的活動が展

開される組織化が形成される可能性を持ち込む，

ということになる.

第2に，佃の視点!こ3kつ組織とは， r自律性に

図る偶然性を取り込む自由庶を佃人に許容する組

織のことであるJといえる.組織が個人の自律性

を許容すれば，個々人の異質性がぶつかり合う関

係性を創り出す訳であるから，その場には様々な

異質の情報の交換がなされ，各種各様の意味づけ

がなされる.ぞれらのうど流によりゆらぎが発生す

ることになる.ゆらぎは様々な思考や行動を受容
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するニッチ的可能性を持ち込むので，そこから偶

然性が引き出されることに繋がる.その偶然性は

すなわち高い可能性を取り込み，組織知や組織力

を生む組織的牒動力となる.

よって， r自己実現型の人間モデルJが今後の

経営体質に適合していくものといえる.このこと

から組織は，そうした人間モデルを活かして誘導

していくような戦略的人的資源管理を機構化する

必要があるだろう.

では，以上のような「内感的自己組織化Jを組

織において起動させるためには，イナクトメント

(自ら創造的な環境を設定する)の行為が重要に

なってくるカえそのためにはコミュニケーション

の概念が必要になってくる.よって，つぎの第朋

輩においては，個人と組織を結ぶコミュニケーショ

ンの概念を用い，個人の知と組織知に求められる

「創発的な内感コミュニケ…ションとは何かJを，

ポラニーを中心に考察する.

III. コミュニケーションの概念と個人の「知J
一M.ポラニーの f内感J概念を中心に一

1 .個人の「知」とコミュニケーシヨンの関わり

激変する情報化社会において，個人とその所属

する組織に求められるのは情報を創造する能力で

ある.特に，情報を創造していく個人の「知Jは

重要であり，個人の創造力が組織に共有されるこ

とによってはじめて，組織の力となるわけである.

情報化社会においては，情報を創造する「個人

の力」が問われているのであり，また，個人の創

造力合組織マ共有していこうとする「組織のあり

方Jも問われているのである.

この課題に対して コミュニケ…ションが果た

す役割は重要であると考えられる.

コミュニケーションは普通，何かの情報を伝達・

共荷するという行為としてだけとらえられがちで

あるが，実は，その側面とともに，情報を新しく

発見し，創造するという創造行為の機能としてと

らえられるのである.

以下，筆者は，ポラニー理論を検討することに

よって，個人の「知」を創発するために機能すべ

きコミュニケーションのありかた，さらに，個人

の「知Jが組織に共有され組織の「知Jを創発

するために機能すべき組織コミュニケ…ションの

ありかたに関する一考察を試みる.

本節では，個人の「知Jとコミュニケ…シヨン

の関わりについて考繋した.

一般的にコミュニケーションの機能は，時間，

怨間，場所，あるいは何かの情報等を共有すると

いう日常的行為であるととらえられがちである.

しかし，コミュニケ…ションには，この機能以外

に，物事の発見，発明という創造行為としての機

能がある.この機能を，ポラニーの暗黙知理論に

照らし合わせて検討することによって，個人の

「知Jのありかたを探究することが可能である.

コミュニケ…ションを発見，発明という創造行

為ととらえ， r暗黙知J(tacit thinking)という

概念を提示したのが，マイケル・ポラニーである.

彼の提示した「暗黙知Jは，以下の嘗葉に集約さ

れる.

「人間の知識について再考するときの私の出発

点は，我々は語ることができるより多くのことを

知ることができる，という事実である。J14) 

ポランニ}は，その暗黙知を働かせた創造行為

としてのコミュニケ}ションの過税を以下のよう

に述べている.

f研究は，問題がよい場合にだけ成功することが

できる.研究が独創的でありうるのは，問題が独

創的である場合にかぎる.しかしよい問題にせよ

独創的な問題にせよ，そもそも人聞にはどのよう

にして問題が見えるということがおこりうるのだ

ろうか.なぜなら，問題が見えるということは，

かくれているなにものかが見えることだからであ

る.それは，まだ包括的にとらえられていない諸

細目のあいだに，まとまりがあるのではないか，

という一つの「内感JOntimation)をもつこと

である.この内感が正しければ問題はよい問題と

なる.我々が予感している包括の可能性を，ほか

のなんぴとも見ることができない場合，その問題

は独創的である.偉大な発見に導かれるような問
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題が見えるということは たんにかくれているあ

るものが見えるということではない.それは，仰

の人が夢想、だにせぬあるものが見える，というこ

とである。J15) 

このように，ポラエーは，何かの問題設定をし，

暗黙知を働かせて自分自身と対話することによっ

て内感がもたらされ，発見がなされるとしたわけ

である.そして，この発見のブ口セスを，コミュ

ニケーションの機能ととbえたのである.

このような創造的コミュニケ…ション過程を成

立させるための要件は，以下の三つに集約できる

と考えられる.

①常に知的好奇心を持ち 問題設定ができる個

人でありつづけること. (その問題設定は他

人が思いつかないような設定であるほど独創

的な発見につながりやすい)

②自己対話(内的なコミュニケ…ション)を大

切にしつづけること.

③問題設定に対する最終的解答には自分自身の

ひらめきや勘(内感)が必要となること.

これらの要件を満たし創造的コミュニケーショ

ンを可能にするためには，今後，個人の知的好奇

心や感性の育成を図る必要があると考えられる.

情報化社会は， 1 T技術を中心とした技術革新

により，個人がだれでも世界中の情報にアクセス

できる環境を整えつつある.このことは，個人が

能力さえあればだれでも情報創造が可能になると

いうことを意味している.すなわち，今後ますま

す個人の能力が問われていくことになるのである.

企業組織においても， 1 T技術の進歩により，

わたしたちはしだいに単純な仕事から解放されつ

つあり，それによって，今後わたしたちは，より

複雑で高度な仕事(機械にはできない，人間にし

かできないような知的創造活動)を要求されるよ

うになるだろう.

社会においても，組織においても，まさに今

「個人Jのカが問われているのである.しかるに，

現代の情報化社会は， 1 T技術のインフラ整備と

いったハードの面ばかりが強調され，人間の能力

育成というソフトな閣を軽視しているのが現状で

はないだろうか.

個人の f知」を達成させるためには，個人の創

発的な内!機的コミュニケーションは不可欠である.

個人の「知Jを発揮させるためにも，今後ますま

す，わたしたち個人のコミュニケ…ションの能力

開発・育成への取り組みが求められているように

思われる.

2.組織の「知Jを創発するための内感的組織コ

ミユニケーシヨンのあり力、た

個人の「知Jは，個人の中の創発的な内感によ

る「内感的コミュニケーションJが機能すること

によって可能になるのであるということを 1節で

述べた.

本節では，個人の「知Jが組織の「知」として

変換されていく過程において，組織メンバ…聞の

コミュニケ…ションがいかにあるべきかをポラニ…

理論をもとに考察した.

そもそも，個人から個人へと情報が伝達される

ことだけを目的とした「一方的コミュニケ}ショ

ンJ(one way communication)であれば，お

いの聞に，何の触発されるものもなく，よってそ

こから新しい創造へとつながる萌芽はないのであ

る.

創造的コミュニケ}ションとは， r個人から個

人へと情報が伝達され，ぞれが伝わった個人が，

その情報をもとに，自己対話により内感していく

過粧が大切である.そして，情報が伝わった個人

は，自分の内感したことを相手に投げ返し，投げ

返された個人も，そこからまた自己対話し内感し

ていくという，お瓦いが内感しおう「双方向コミユ

ーケーションJ(two way communication)で

あるということができる.お瓦いの聞に，このよ

うな共感しあうコミュニケーションが機能すれば，

そこからまた，新しいものの発見へとつながって

いくはずである.

それでは，お瓦いが内感しあうコミュニケ}ショ

ンはいかにすれば可能になるのであろうか.この

ことに関して，ポラニ…は，以下のような示唆を

あたえている.
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「児叢の精神の驚嘆すべき発達について考えて

みよう.この発達を促すのは，替葉や大人の行動

などのかくれた意味を，児叢が推測するときの確

信のひらめきである.児童はこのようにして意味

をつかむ.そして新しい一歩一歩の前進はすべて，

この程度に，教師や指導者に自分をゆだねること

によってのみ，到達することができる.盟アウグ

スチヌスが『儒じなければあなたは理解せぬであ

ろうjと説いたとき 彼はこのことを見ていたの

である.

そこで，知るまえに，また知ることができるた

めに，信じなければならぬことを我々に要求する

伝統主義のほうが，科学的合理主義よりも，知識

とその伝達の本質にたいするより深い洞察にもと

づいている，と思われる.なぜなら科学的合理主

義は，確実なデータにもとづき，形式的披論によ

りそれらから導かれ，反復的にテストすることの

できる明白な替明しか借じることを許さないから

である。J16) 

ポラニ…は，ここで知識とその伝達の本質をこ

のように捉えている.r知るためには相手を信じ

なければならない.ここに，内感しあうコミュニ

ケーションの本質があるJと述べている.共感し，

内感しあうコミュニケーションの根底には，お瓦

いの信頼関係，お互いの人間理解が前提として必

要であるということがいえる.

1節において筆者は，個人の自己対話による

「内感的個人コミュニケーションJの重嬰性を説

いた.組織における個人ひとりひとりは，この内

感的コミュニケーションが求められるのである.

それとともに，組織メンバ…聞の信頼関係，お互

いを理解しようとする人間理解の婆勢を介して，

f内感的組織コミュニケーションJを築き上げて

いく必要があると思われる.

組織内のメンバ}聞に，お瓦いが共感しあう関

係を築きあげ，お互いを個人として尊重していく

ようなコミュニケーションが機能してこそ，組織

の「知」が可能になると考えられる.

ポラニーの述べるように「統合がみずからの関

連づけによって自発的に形成され，権威はたがい

にひとしく行使され，すべての課題は，自分によっ

て自分にたいしてたてられるような共同体の自由J
17)という内容は，自己組織化への組織のありか

たを表現しているものといえるだろう.

かかるポラニ…の示唆は 3つのポイントに集

約できる.第 1に，自発的に形成される統合.第

2は，平等を基調とする権威の発動.第3に，自

由を重視する共同組織体，である.

組織において，これらの 3つが創発していくた

めには， r内感的コミュニケーション」の機能性

が高くなければならない.その機能性が組織力を

引き出していく.

おわりに

第I章では，企業においては，組織内に循環エ

ネルギ}を常に生み出すメカニズムを内在する必

要がある.これを「企業体力Jと名づけた.これ

は野中教授のいう「知識創造企業Jにあたるが，

かかる体力の源泉は個人の「知Jに基困し，それ

が，組織の構成員全体の知的レベルの高さとなり，

つねに「知Jへの欲求をもち続ける組織こそ.企

業体力を失わない企業である.かかる企業体力を

維持・発展させるために，個人の「知Jを創出す

る「場Jと，その「知Jを組織知に変換する過程

を論及した.

第n輩(今林)は 3つの論点から成る.その 1

つは，倒の視点を基調とする人的資源管理の核心，

それを促す個人の「知Jについて雷及したことで

ある.

その「知Jの受容度により個人と組織の融合

(ホロン)を図る人的資源管理の核心が発現され

ることを論じた.

その 2は，ポラニ}の「内感J概念をふまえ，

内感的自己から内感的組織化への変換渇程を捉え

た.その過程を経て「内感的自己組織化Jが図ら

れる個人の「知Jについて概観したことである.

その 3は，これからの人的資源管理のあり様は，

倒の視点重視型の「人材開発jを戦略化すること

であり，その意閣をもって「自己実現型人間Jを
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創出することにある と説いたことである.

第皿章(野々村)では，ポラニーの暗黙知理論

を介して，個人の「知Jを創発するためには，ポ

ラニーの提唱する「内感J概念をキーワードとし

た「内感的コミュニケ…ションJが不可欠である

ことを論じた.さらに，その個人の「知Jを組織

の「知Jへ変換させるために，組織の構成員聞の

信頼関係，人間理解の姿勢を前提とした「内感的

組織コミュニケーションjの機能性を高めていく

ことの必要性を論じた.

最後に，本稿では，個人の「知Jの視点と組織

の観点から理論的に考察した.我々は共同研究を

通して，まさにポラニーのいう「内感」を誘発し

合い「学習する組織Jを創出したように思う.し

かし，研究課題としては，理論の検証が残されて

いる.

そこで，今後は，日本企業のブイ…ルドワ…ク

をとおして，実証研究を重ね， r人的資源の活用」

に焦点をあてた分析を試みる予定である.

付記:

この研究の研究費の…部は，日本私立学校撮興・

共済事業団からの学術研究振興資金と呉大学共同

研究推進資金の援助を受けた.ここに，記して感

謝する.
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