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暗黙知概念の起源

現在人口に広 く檜久している暗黙知 という概念を再検

討するためには、その由来をたどりつつ、もともとこの

概念が持っていた理論的な射程を再確認する必要がある。

この概念の創設者は、ハンガリー出身で後にイギリスに

舞台を移 して活躍 したマイケル・ポラニーである。ポラ

ニーは物理化学を専門とする自然科学者であつたが、後

に科学哲学、および政治理論に転 じ、暗黙知その他の概

念を軸 としながら、独自の著述活動を展開した。

ポラニーは一連の著作の中で、人間の知的活動の中に

は、明確に言明はできないが、しかしやればできてしま

うような領域があ り、そのような領域の持つ実践的、哲

学的、さらには政治的な重要性を強調 している]a。 ここ

で指摘 したいのは、この議論のそもそもの目的である。

彼が一般的に科学哲学者 と分類されるのを見ても分かる

ように、その目的は科学的実践について、従来信 じられ

ていた考えを批判することであつた。

科学 というのは、一般には最も合理的、形式的な知識の

体系と見なされる傾向がある。科学は、合理性以外のさま
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ざまな要素、例えば直感的理解、美的感覚、文化社会的背

景、といつたものと切断して理解されやすい。その形式性

によって科学的知識は、他のタイプの知識 とは異なる普

遍的な性質を持ちうるし、この普遍性への信念は、さらに

これを利用 して、社会をよりよい形に合理的に設計 して

いこうという政治的な主張をも生み出しうる。ポラニー

の生きた時代で、この種の政治的主張を最 も明確に示し

ていたのは、科学的合理性を基盤に新たな社会を築 こう

と試みる社会主義の運動であり、とりわけ科学論の分野

では、著名な結晶学者であると同時に、マルクス主義的な

科学史を打ち立てたバナールのような人物であった 3)。 ポ

ラニーが闘おうとしていたのは、実はこうした科学観、そ

してそれに伴う政治的な主張だつたのである。

ポラニーの主張のポイン トは、科学的な認識 というの

は、我々の文化社会的な背景 と分かちがた く結びついて

お り、科学 という形で形式的に述べられる領域は、そう

した文化的総体 という氷山の一角に過ぎないという点で

ある。それを立証するために、彼は我々の認識過程を詳

細に観察 し、我々が明示的に言語化できる領域の背後に

ある膨大な言明困難、あるいは不能な領域の役割を指摘

して見せたのである。これが暗黙の領域 (暗黙知)で あるc

ポラニーの目的は、あ くまでこの言明可能な領域 (そ の

究極的な形態の一つが科学的知識)の持つ成 り立ちと限

界を明らかにしようとした点にある。それをミクロのレ

ベルに落 として考えれば、我々の認識における前言語的

能力の重要性がクローズアップされて くるし、それがマ

クロのレベルになれば、我々の社会文化的背景の役割を

問い直すという形になる。
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伝統の概念

前述 したように、ポラニーが激 しく攻撃 したのは、科学

的認識に特権的地位を与え、それに基づいて社会を「合理

的に設計」できると考えた、(科学的)社会主義のような主

張である。それゆえポラニーの暗黙知概念は、逆に別の政

治思想 との近親性を示すことになる。つまり言葉の本来

的な意味での保守主義、そして伝統 という概念である。保

守主義 という言葉は、あまりに手垢がついてしまい、いく

つかの相互に矛盾する概念がごちゃ混ぜになっている注1)

が、特にイギリス型の最も古典的な意味で言えば、それは

基本的に我々の理性 (つ まり合理的に判断する能力)に は

限界があると考え、それに対して、自らが歴史的に伝承 し

てきたさまざまな要素 (有形無形を含めて)を より重視す

るという政治的態度のことである。その最も明確な意思

表示を示 したのが、フランス革命を全面的に批判 したエ

ドモンド・バークのような思想家である4)。

それゆえポラニーの言う暗黙知概念を政治 。思想的に

読み替えれば、伝統 という意味になる。伝統 という言葉

も曖味であるが、ここで重要なのは、現在の我々の存在

は、過去からの有形無形の伝承の成果であり、その意義

は我々の現在の知的 。合理的な認識を超えていると考え

る態度のことである注2)。 それゆえこの反対は、ある種の

合理的改革主義 ということになる。つまり伝統を現在の

視点で合理的に判断し、非合理 と認定されたらそれを切

り捨てるという態度である。ここでの保守主義 というの

は、こうした態度を理性の暴走 としてぃさめ、伝統の意

義 というのが、我々の現時点での合理的判断を超えたと

ころにあると考えるものである。

科学的実践の文化的背景

ポラニーの暗黙知概念をその認知的・知識論的な側面か

ら、より広い文脈に拡大 して捉えると、現在通俗的に理解

されているそれとはかなリニュアンスの異なるものであ

ることが見て取れるはずである。まず重要なのは、暗黙知

という概念は、あくまで主要ターゲットである一連の信念

に対する攻撃がその目的であったという点である。その最

も主要な敵の一つは、「科学的実践は形式的合理性に基づ

いており、それは普遍的であると同時に、さまざまな文化、

歴史的文脈から切 り離されているJと いう主張である。

この主張は、我々の漠然とした科学のイメージに大き

な影響を与えているが、近年、科学をその理想形で語る

のではな く、科学者たちが毎日、実験室あるいはフィー

ル ドの現場で具体的に何を行っているかを詳 しく調査す

るという、科学社会学や科学 ノ、類字 と呼ばれる研究手法

が発達 してきたこその結果、現場での科学的探求のプロ

セスが、我々の想像以上に複雑で、紆余曲折を伴う過程

であることが多 く報告させlる ようになったF=例 えば、同

じような領域を研究 して t“ ても、そオlぞれの研究室には、

微妙に独自の手法・ スキら・機材 。道具があり、これら

の複雑な組み合わせによって、同じ分野でも、研究室間

でさまざまなや り方の違 l・

=』
生じることになるcま たそ

れぞれの研究室は、他の ′、ヤと同じことをやるのを本質

的に嫌 うので、そうした差異 :ま さらに拡大するのである。

いわゆる追試ないし再現実験 と、・うのも、微細に観察

すると、実はかなり複雑である=なぜならそれぞれの研

究室は、その装置やプロトコらにおいて微妙な個性を持

つているので、とりわけライパウの実験結果を「再現で

きなかった」と主張 したぃ時、果たして厳密な意味で同

じ実験をしたのか、そォ■とも微妙 :こ 違っているのか、判

断が難 しいからである._

科学社会学的研究によって明 らかになってきたのは、

科学のダイナミズムというのは、このように本質的に個

性的でバラバラの方向に向かいかねなl・ 諸研究室の動向

を、さまざまな工夫で標準化 し、できるだ :す 共通の土台

をつ くるように繰 り返 し試みる、複雑で動的な過程であ

るという点である.個別の研究室のレベルでは、実験結

果はしばしば曖味だったり、いろいろなノイズゃァーテ

イフアクト(人為的な原因が理由によるノイズ)が紛れて

いて、その雑多な情報から正 しい情報を選び取るにはじ

ばしば熟練の技がいる・ 3.そ のデータの暉釈が研究室メ

ンバー間で議論になることもまれではない=し かしそれ

が論文になる時には、そうした曖味 きや多義性は削除さ

れ、論文が要求する明確な形式性に同詞する形になる。

さらにそれは査読によってふるい分けらオl、 より明示的

注 1)こ こで言う保守 とは、あ くまでバー タ的な意味でつそれであ り、日
本でいう保守・革新の対立と|ま 一致 しな:■ 颯え:F構造改革という
のは合理的改革主義であり、ここで1,う 晨守で:ま なl・ =ま たァメリ
カのいわゆる新保守主義 (ネ オコン):ま 、攻撃的:こ 民主主義を拡張し
ようという意味で、これも保守と

`ま

言t・蓬1,=

注2)そ れゆえ、これが伝統だ、とかコレコレつこ続を守れ、とドグマ的に
|」執する態度は、ここでぃう保守の姿勢ではな く、むしろ反動主義
とでもいうべきものになる
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暗黙知再考 :その由来と理論的射程

な結果を持つものだけが採用されるという形で、ますま

す選別が進むことになる。そして場合によっては多 くの

論争を経て、最終的には教科書に載るような一見固定的

な知識に変化 してい く。この長い標準化の過程を経て、

我々が現在 日常的に見聞きする、いわゆる科学的知識が

生成 して くるのである。

ポラニーの科学観は、現在の科学社会 (人類)学に大き

な影響を与えている。つまり現場レベルの科学的実践は、

多 くの歴史的に継承された熟練や知的スタイル、そして

信念にそのルーツを持ってお り、それゆえ個別の研究室

は、それぞれの知的嗜好性やスタイルにおいて個性的か

つ歴史的な存在である。そしてそのスタイルは、さらに

より広い文化社会的な伝統 と深 く結びついている。ポラ

ニーの『Personal Knowledge』 という本のタイ トルは、

邦訳では『個人的知識』と訳 されている。)が、正確 には

「人格的知識Jと いう意味であり、まさに知識はその母体

となる人および歴史的な伝統 と密接に絡みついてお り、

それゆえ人格的なのである。

暗黙知概念の批判的インパク ト

暗黙知という概念を、こうした思想的プログラムの一つ

の部分 として理解すると、経営学などで言われている図式

とはかなり異なるものであることが了解できるだろう。ポ

ラニーのいう暗黙知は、言明化困難、あるいは不可能な広大

な領域を示し、それを指摘する目的は科学的知識に代表さ

れる合理的理性の相対化である。経営学ではそれは彼らの

いう形式知 と等価のパッケージとして理解され、それらの

間で相互作用があると図式化される。この枠組みは、もとも

とイノベーョンの原理を説明しようとして持ち出された概

念であり、それが暗黙知の形式化という図式であるn。

上述 したように、ポラニーの思想的なプログラムには

こうした図式は存在 しないし、これを前述した保守主義の

文脈で理解するのも難しい。経営理論における暗黙知概念

は、それゆえ無意識 と意識、と言い換えてもそれほど違い

がないように見える。無意識はアイディアの宝庫であり、

それが意識化されるとアイディアとして実体化する。それ

は人々に共有され、再び無意識に影響を与えて、新たな無

意識のアイディアの貯蔵庫に納まるという具合である。

筆者が拙著で試みたのは、こうした経営学的な概念で

はなく、むしろポラニーの基本的なプログラムに触発さ

れながら、科学的知識に代表される言明化された知識や

合理的判断がどういう文脈で問題化されるかを、さまざ

まな労働現場のケースなどを参照しながら分析したもの

である。個人心理学的な枠組みから出発し、それをさら

に集団のケースに拡大して、いわゆる徒弟制モデルを取

り上げ、さらに技能と労働の関係の変化を歴史的に追う

という形で、この言明可能な知識の持つ問題が現れてく

る文脈を、個人・集団 。歴史の 3つ のポイントを中心に

扱ったのであるll.la。

医学・看護におけるポラニー的プログラムの

意味

現在流通 している経営学的な暗黙知lFI念を一端括弧に

くくり、本来のポラニー的プログラムの文脈で暗黙知概

念を再検討すると、まずそこには形式的合理性批判 とい

う部分が前面に出て くる。これを医療・看護の実践 とい

う文脈で見れば、それは科学にバックアップされた医学

的知識についての従来の固定化 した理解をずらし、相対

化するという作業 と言えるだろう。

看護実践はその職業的性質上、医学のフレームヮーク

に大きく影響を受けぎるを得ないし、さらに医学は形式

化された自然科学的問題設定に深 く依存 している。ポラ

ニー的プログラムを実践のフレームに生かす とすれば、

一見科学的で普遍的とされた医学的知識の形式的有効性

が、実はその背後にある歴史的伝統の蓄積の結果生じた

ものであり、多 くの場合、領域を限定 して標準化された

データから絞 り出されたものである、という科学的知識

の生成過程について、より現実的な理解が必要になると

いう点であろう。つまり医学的知識そのものも実は可変

的な構造を持ち、さらにそれは絶えぎる歴史的な変化の

過程の中にあるという点である。

さらにポラニー的プログラムは、その保守主義的な主

張によって、ある種の過度な合理的改革指向に対する再検

討をもたらす。改革 とは、頭で考えた枠組みに従って、現

状を切 り刻む作業であるが、医療の現場はさまざまな形式

的合理化の手続きに席捲されているのが現状であろう。昨

今の過度な成果主義はその一つの極端な例であろうが、成

果 というものを、個人に限定すると同時に、それを数量化

可能、評価可能な内容に限定するという点で、ある種の合

理的理性主義の亡霊がここにも存在することになるc

ポラニー的なプログラムに従えば、こうした明示的に

評価可能な実績の背景に、多 くの、なかなか目に見えな
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いが、しか し歴史的にそれなりに機能 してきたさまざま

な実践があり、それらの「伝統」があって初めて、全体が

よく機能 してきたということになる。うつ病患者を生み

出す職場の様子を散見すると、かつて職場で機能 してい

たさまざまな慣習が成果主義でぼろぼろになり、多 くの

社会的緩衝材が失われたという指摘がある。

ここで重要なのは、暗黙知 というのは、ある特定の実

体なのではな く、先に伝統 と言い換えたように、その外

延がどこにあるのか定かではない茫漠 とした領域だとい

う点である。こうした領域が どう働いているか、実はよ

く分からないというのも暗黙知概念に連動する保守主義

の重要な認識のポイントであり、暗黙知があたかも簡単

に形式化できるように考えるのは、暗黙知 というlFI念の

定義上も問題がある。

ポイントは、その微妙な働きが完全にはわからないか

らといって、それを合理的判断によって簡単に切 り捨て

ないという点である。こう表現 してみると、合理的改革

主義に対 して、暗黙知概念を擁護するのが、実は意外 と

困難であるという点が分かって くるであろう。合理的改

革主義は、科学的知識同様、レトリック的にも、その主張

の構造が明快であり、暗黙知を強調する立場は、下手を

すると曖味主義や非合理主義 と見間違われかねない。だ

が重要なのは、我々の伝統が持つ可能性に対するある種

の「信頼」と、それを絶えず再評価 していくという動的な

作業 というべきであろうか。

さらにここで要求されるのは、医学・看護界を席捲す

る、さまざまな合理化のための言説や分析装置、科学的

概念 といったものが持つ、本来的な限界について深 く理

解する必要があるという点であるこポラニーの思想的プ

ログラムでは、暗黙知概念は、単にある種の不合理主義

に陥るのではなく、むしろ科学的知識の存立構造に対 し

て、より精密な理解を要求 している=現場における暗黙

知の探求 というのが、実践的なプログラムとしてぃかほ

どかの有効性があるとしたら、それはこの自らの伝統の

可能性の、絶えぎる再評価 と、次 々持ち込まれる合理的

なツールや概念の歴史的由来やその効用 と限界を正確に

理解するという、両面作戦 という意味なのである。
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「看護に開かれている深い探索の扉」

看護実践の中にも確かに暗黙知は存在する。

それには目を凝らし、見えないものを見えるも

のへと変えていく作業が必要であるが、そのす
べてを言葉にすることは不可能であり、それゆ

えに共有したり伝承することが難しい。だから

と言つてそれが科学的知識に代表されるような

言及可能な領域の知に劣るというものではない。

福島氏は、私たちの文化社会的な背景と分か

ちがたく結びついている形式的な科学的領域の

限界を明らかにすることにより、ポラニーの提

唱する暗黙知概念の重要性を浮き彫りにさせて

いる。

また、それを思想的に読み替えると、伝統と

いう意味となり、現在の私たちの存在は過去か

らの有形無形の伝承の成果であると述べる。さ

らに、医学的知識そのものも実は可変的な構造

を持ち、それは絶えざる歴史的な変化の過程の

中にあるにもかかわらず、染み付いた形式的合

理化の手続きに席捲されている現実があると指

摘する。

看護する上で、確かに存在しているが必ずし

も明示的にならない暗黙知に関して、それを形

式化していく図式はここでは必ずしも適用しな

いということである。その前提の下、しかしそ

れが確かに存在する知として認められ、看護実

践を通して個人、集団の歴史的な変化の過程で

受け継がれていくことが重要であり、これが臨

床看護を支えている。

ポラニーの『persOnal Knowledge』 という本

のタイ トルが正確:[は
‐
人格的知識」という意

味であり、つまり知識がその母体となる人およ

び歴史的な伝綾と密接に結びついているという

ことにも妙に納得できた。それはもはや分離で

きないものとして存在 しているのであるから、

認識可能な知識に収めようとしたり、歪めたり

することのほうが困難なのではないかと思われ

る。氷山の一角であるのは、むしろ意識に上る

ような形式的に合理化された知識であるとすれ

ば、私たちの行う看護の中にどれだけの暗黙知

が埋もれているのだろう。実に興味深い探索の

扉が今、まさに目の前に開かれているのである。

(山 内 典子/東京女子医科大学看護学部助教)
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