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第 1 章 理論的背景 

 

 

 本章では、本研究の理論的背景を明らかにするとともに、具体的な事例を考察する際

の手がかりとなる「場の理論モデル」を構築するために「場」の基本的な性質を明らか

にする。 

本研究のテーマは、企業における知識創造活動を「場」という観点から考察すること

にある。その中心的な概念は「場」である。ギリシャ哲学以来、場（場所）は学問上の

中心的なテーマの一つであり、空間、時間、身体といった人間の実存にかかわる概念と

関連づけられ展開されてきた。しかし、科学的あるいは実践的な概念として場が用いら

れるようになったのは、19世紀の物理学の分野においてであった。特に20世紀以降は、

量子力学をはじめとした現代物理学および現代生物学などの自然科学において、場とい

う概念が重要な役割を果たすようになった。一方、社会科学の分野においても、1950

年代に Lewin によって自然科学分野から場の概念が導入され、その後グループダイナ

ミクスなどの組織研究に応用されていった。さらに、1990 年代に入ってからは、日本

の経営学において「場」という概念が積極的に検討されるようになった。 

このように場の概念の射程は非常に広いので、場という概念をめぐる言説の全てを検

討することはできない。したがって、本研究では、企業における「場」を理解するのに

必要と考えられる理論にしぼり、以下の手順で場の理論的展開を検討することにしたい。 

第一に、自然科学における場の理論を概観する。自然科学の分野では、19 世紀にな

って、それまで質量をもつ物質が物理現象の本質であると考えられていた物理学の分野

に、Maxwell らによって電磁場というという新しい概念が導入された。この場(field)

は、従来のような力学的モデルをもたないにもかかわらず、力線として物理的に実在す

る概念である。このことは、物理学の本質を物質から非物質へ転換する大きな転機であ

ったと考えられている（井上,1968）。本研究で、自然科学における場の理論（field 

theory）を取り上げるのは、自然科学における場の概念が社会科学に少なからぬ影響を

与えてきたこと、特に、場の概念が Lewin によって社会心理学に導入され、一連の小

集団研究に応用されたからである。社会心理学における小集団研究は、グループダイナ

ミクスと呼ばれ、1960 年代以降の組織論の展開に大きな影響をもたらした（野中,1974）。 

第二に、組織論の系譜を概観し、組織研究において「場」と関係が深い理論や概念を

提示する。組織論は、19 世紀末に社会学者である Weber によって官僚制機構としての

ビュロクラシー研究から始まった。経営学においては、組織を協働体系と捉えた

Barnard の理論が今日でも少なからぬ影響力を持っている（中条、1998）。これまでの

組織論では、個人、ダイアド（二人）、小集団、組織、社会という五つの異なるレベル

おいて組織分析がなされてきた（野中,1974 p.13）が、これら全てのレベルの基盤を形

成し、これらのレベルをつなぐ概念が「場」であると筆者は考える。 
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第三に、哲学における場（場所）1の概念を概観する。哲学において場をめぐる言説

はギリシャ哲学にまでさかのぼる長く深い歴史をもっている。学問上の場に関する言説

は、すべてギリシャ哲学における場の概念、特に Plato と Aristoteles の場の概念に由

来する、あるいは、Plato と Aristoteles の場の概念を超克する過程で出てきた概念で

あるといっても過言ではない。したがって、両者の場に対する考え方を最初に考察する。

次に、西田幾多郎の場所論を検討する。西田は、Plato の場（コーラー）の概念に影響

を受け、意識現象には「於いてある場所」が必要であることから場所論を展開した。さ

らに、西田の場所論を生命システムの解釈に応用したのが清水博の場の理論である。 

第四に、本研究が理論的中核と位置づけている現象学から「場」を解釈するための概

念を抽出し整理する。ここでは、特に「場」に関係が深いと思われる能動的綜合・受動

的綜合、生活世界論、身体論を中心に検討する。また、「場」における他者関係に関す

る議論として Buber の議論を検討する。 

第五に、最近の日本の経営学における「場」に関する言説を整理して、どのような観

点から「場」が検討されてきたか、また「場」のどのような点が重要だと考えられてい

るかについて確認する。 

そして、理論的背景のまとめとして、以上の理論研究から導出される場の基本的な性

質を提示する。 

 

第 1 節 自然科学における場の概念 

 

1.1 現代物理学における場(field)の概念2 

物理学3における「場（field）」とは、もともと、スカラー（体積、質量、時間、温度

のように方向をもたない量のこと）場やベクトル（平面や空間における有向線分、向き

と大きさをもつ）場のように、空間の各点にスカラーやベクトルのような抽象的な「数

学的物体」が存在することを意味していた。16 世紀から 19 世紀までの物理学は古典力

学と呼ばれ、物体の加速度はそれに作用する力に正比例しその質量に反比例するという

Newton の運動法則を土台にしている。Newton の運動法則は、物体系の未来の運動が

 
1 哲学においては、歴史的に本研究のテーマになっている「場」の概念は、場所と翻訳されてき

た。例えば、西田幾多郎の場所という概念は、Plato のコーラーという概念の訳語としての場

所である。本論文では、哲学における場と場所は互換性のある概念として扱い、特に表記し

ない限り両者の区別はしない。 
2 自然科学における場の概念についての記述は、竹内(2000)、広瀬（1994）、Bohm(1957)、井

上(1968)、などを参考にした。 
3 場という概念との直接的な関係はないが、物理学は、Aristoteles の学問的体系を教義とする

思弁的・形而上学的なスコラ哲学を超克する過程で、具体的にはガリレイ・ニュートンに始ま

る、実験による法則化に基づいた実証的な知識体系をもつ科学となることで成立したとされる

（井上,1968,p.7）。このことは、物理学がギリシャ哲学に起源をもつことを示しているとも言

える。 
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ある与えられた時刻における全ての物体の初期位置および初速度と各物体に作用する

力の総体（原因）によって、あらゆる時刻で完全に決定される（結果）を導く。このよ

うな原因と結果が一対一の対応関係にあるという因果論は、その後あらゆる自然現象を

説明する普遍的な原理があるという機械論的自然観につながった。 

機械論的自然観においても場（field）という考え方は存在した。たとえば、万有引力

の法則では、引力の場の中では空間と任意の場所におかれた質点はその位置に依存して

一定の力をうける。すなわち質点に働く力は、三次元的な位置の関数として与えられる。

一般にある物理量が一定の空間領域にわたってその位置の関数として与えられるとき、

その物理量は場として記述される（井上，1968）。このような場は質量をもつ物質4と対

比される。そこには力の場とそれをうける物質とは異質なものであり、質量をもつ物資

の方がより本質的であるという暗黙の前提があると考えられる。いわゆる物質と場の二

元論的把握である。 

一方、Newton 力学では説明できない電磁気学の法則を、二つの質点あるいは電荷の

間には徐々に伝わる力（力線）があるという磁場・電場の考え方によって説明したのは

Faraday＝Maxwell である。Faraday は実験によって、力線（場）の存在を確認する

と同時に、場が時間とともに変化する場合は、磁場と電場は独立的な存在ではなく相互

に影響しあう定量的関係があることも発見した。さらに、Maxwell は、Faraday の力

学的モデルを用いて演繹的に電磁場のふるまいに関する方程式（Maxwell 法的式）を

導き出した。Faraday＝Maxwell の電磁場理論における場（field）の概念が、従来の場

の概念と異なるのは、力線（場）は現象を説明するために便宜的に引かれたものではな

く、力線（場）こそが物理現象の本質であるという点である。つまり、電荷（粒子）と

いった物体のあるなしに関わらず、力線（場）は存在するという考え方である。電荷（粒

子）という具体的なモノから、場という抽象的なコトへの発想の転換がここで行われた

（竹内,2000）。機械的自然観にもとづいた物質と場の二元論に対し、物理現象により本

質的なのは場ではないかという問題提起がなされたということになる。 

しかし、もともと電磁場理論は Newton 力学から出発しており、最初は Maxwell 自

身も、電磁場理論は電気的・磁場的物体の周囲の空間を取り扱うので、観測される電磁

気現象を生み出すような運動物体（媒質）がその空間に存在するということを仮定して

いた。通常われわれの身近に存在する場には、場のもとになるような媒質が存在する。

音が伝わるのは空気があるからだし、地震が伝わるのは地核があるからである。このよ

うに電磁気現象一般にも、光が伝わる場合に仮定とされた弾力性をもつ媒体「エーテル」

があると考えられた。このエーテルという媒体の存在を証明するために、Michelson＝

Morley の実験に代表されるような多数の直接的な実験が行われた。しかし、それらは

 
4 物質とは質量をもつ分子の集まりであり分子は原子からなる。このように物質が段階的な構造

をもつことを「物質の階層構造」という（広瀬,1994）。 



 17 

ことごとくエーテルの存在を否定するものだった。そしてエーテルの存在の否定は、光

や重力と言った物理現象が空虚な空間を通して伝達されるという、これまでの Newton

力学では説明しようのない現象を導き出す。 

このような矛盾に対して、物質に対する新しい考え方が導入された。Maxwell らの

電磁場の理論までを古典的な「場」の理論とすると、現代的な「場」の理論は、量子力

学における「場」の理論である。量子力学とは、素粒子・原子・原子核・分子などの「ミ

クロな粒子」が、Newton 力学などの古典力学で考えられてきた粒子とは異なる性質を

もっていることに着目し、Bohr などによって打ち立てられた力学の新しい体系である。

光はもともと電磁波の一種であると考えられていたが、Einstein は、光それ自身も非

連続的なエネルギーの粒として振る舞う（粒子の性質をもつ）という「光量子仮説」を

1905 に発表した。このことによって、光が電磁波（波動性）であると同時に粒子（粒

子性）であることが確認された。また、de Broglie は粒子であると思われていた電子に

波動性があるという「物質波」の理論を 1923 年に提唱して物質の波動性を確認した。

つまり、量子とは粒子性と波動性を兼ね備えた二重的存在であり、「場」におこる状態

の変化として記述できるのである。場の量子論が Heisenberg と Pauli によってうちた

てられたのは 1928 年のことである。「場」の量子論によってもたらされた知見とは、

物理量の起源は質量をもった物質存在の性質ではなく、時空の対称群（場）に由来する

保存量のことであり、粒子（物質）が固有の属性をもっていると考えるのは誤りだとい

うことであった。つまり、場それ自体に意味があり、粒子か波動かという物質の性質は

場の状態に依存することが示されたわけである。元来、波動という概念は多数の粒子の

運動状態について形成されるものであり、一個の電子についての波動性ということは機

械的自然観では説明できない現象である。量子力学では、同一物が波動または粒子とし

てふるまうのは、ある実験的設定では粒子的に、他の実験的設定では波動的に現れる、

つまり特定の実験系に依存することで二重性の矛盾を解消しようとする。すなわち、あ

る測定と他の測定は排他的な関係にあることを示す。量子レベルでは、その位置と運動

量を一緒に定められないという「Heisenberg の不確定性原理」は、粒子と波動の二重

性が排他的に表現されることを意味している。このように、粒子のレベルにおいては、

古典力学が前提にしていたような一対一対応の因果律が成り立たたず、量子力学では粒

子のふるまいは統計的な確率の問題として設定されることになったのである（井

上,1968）。 

以上のように、現代物理学における場の概念は、古典力学では有限の大きさをもつ物

質を無限小とみる高度に抽象化された極限操作によって出てきた概念であり、Maxwell

方程式のような数式によって記述できる純粋な形式知である。すなわち、理論上の実体

概念なのである。場という概念の登場は、場こそが実体であるという点で古典力学の常

識をくつがえし、同時に宇宙を統一的に説明できる唯一の法則はないことを提示した点

で、すべての自然現象を因果関係で説明しようとする機械的自然観をもくつがえした。 
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このような意味で、場（field）という概念は、19 世紀から 20 世紀の物理学において

もっとも影響力のある概念であるということができよう。現代物理学によって「物体は

単独で存在するものではなく、周囲と不可分に結びつくと共に、物体の性質は周囲との

相互作用という意味でのみ理解できる」ことが証明された。この発見は、場の根源性を

提示したという意味で、1930 年代以降、生物学5などの自然科学のみならず、社会科学

にも新たな知見をもたらし、さまざまな分野で応用されていったのである。 

 

1.2 自己組織性と場の概念 

自然科学の分野で生み出され、「場」の概念と深い関連がある概念に自己組織性があ

る。もともと、自己組織性という概念は、一般システム理論やサイバネティクスを含む

広い意味でのシステム科学において提出された概念であり、主として生物学的あるいは

化学的な自然現象の記述に用いられてきた。企業を組織的に知識創造を行う有機的生命

体と捉える本研究の立場からすると、自己組織性と場とは切り離せないと考える。なぜ

なら、自律的な系あるいはシステム6は、おのずと何からの意味で囲まれた領域を形づ

くり場を形成すると同時に、そのような系やシステムそのものも或る場のなかにあるこ

とになるからである（中村,1998,p.110）。 

最初に、自己組織性の理論を社会現象にまで広げ、社会変動の理論に適用しようとし

たのは今田である。自己組織性とはシステムが環境と相互作用する中で、みずからの手

でみずからの構造を変化させ、新たな秩序を形成する性質を総称した概念である（今

田,1986）。自己組織性という概念は、近代社会が脱近代社会へ変容していく際の鍵概念

 
5 現代生物学における場の理論は、生物学における調整、再生、生殖を機械論で解くことができ

ないという立場から「形態形成場（morphogeneric field）」の概念を提唱したグルビッチやワ

イスら有機体論者によって打ちたてられた。形態形成場は、生成システムの形態を決定する

際に因果的役割を果たし、それ自体は直接観察できないが物理的変化を命ずることができる。

有機体理論によれば、すべてのシステムないし有機体は単純なものから複雑なものまで階層

的に組織化されており、このようなシステムは様々なレベルにおける形態単位（実現された

最終的な単位）から構成されている。つまり、生物システムは、典型的には「樹状」または

「入れ子状」の形態単位の階層構造になっているのである。このような階層構造においては、

高レベルの形態単位は、構成要素である部分の配置を何らかの方法で調整しなければならな

い。この調整は、高レベルの形態単位の形態形成場が、低レベルの形態形成場に作用するこ

とによって行われると考えられるため、形態単位だけではなく形態形成場も階層をなして組

織化されていると想定できる。シェルドレイクらは、一旦確立されたシステムの自己同一性

を安定化させ維持するために「形態共鳴」が重要な役割を果たすことを指摘した。さらに、

動物の特殊化された運動に関する構造の形態変化をコントロールする場を「運動場」と呼ん

で、一般的な形態形成場とは区別した。シェルドレイクらは、アリやミツバチの高度に分業

化された社会を、特殊な運動場のコントロールによって個体間に多様なコミュニケーション

が行われ、分化した個別の役割を各個体が担うようになるためと説明している（西口,1997）。 
6 システムには、組織、体系、制度、秩序といった意味があるが（小学館国語大辞典）、本稿に

おいては、組織体系または社会体系という意味でシステムという言葉を使用している。自己

組織性におけるシステムという概念は、上位の階層が下位の階層には還元できない創発特性

を含む階層化された要素の集合体（体系）として考えられる（河本,2000）。 
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の一つである。なぜなら、自己組織性という言葉には、社会が自己完結的に変化してい

くだけではなく、社会を構成している個々の人間が社会を変化させていくという含意が

あるからである。ここで、社会を企業あるいは組織とおきかえてみれば、企業あるいは

組織がそれ自身の自己完結的な運動として変化していくだけではなく、企業あるいは組

織はそれを構成している人間によって変化させられると読みかえることができる。 

組織論7では、組織の基本的な構成単位が自律的であり、その自律的な構成単位が構

造化されることによって統合体を構成しているような組織を、自己組織的組織と呼んで

いる。ネットワーク組織は自己組織型組織の典型であると考えられる。今井らは、企業

組織を時間と場所に制約された知識を限られた人々の間で生み出して行く場であると

捉え、「企業は普遍的な知識を生産する場ではなく、現実と切り結び多面的な考察を行

う場であり、臨床の知を生み出す場（トポス）である。そのような場は企業の日々の運

営に必要な情報を生み出すだけではなく、場面の細部を窓として環境世界を新しくつか

みなおし、新たに情報を創出する場である。企業の真のイノベーションはそこから生ま

れてくる」と述べている。企業のルーティン的な仕事であれば仕事のドメインは定義さ

れているから企業組織の境界も自ずと決まってくるが、解釈システムとしての組織、あ

るいは新しい知識を生み出す場としての組織を考えると組織の境界はもう少し弾力的

に考えなければならなくなる。このように現代の企業組織は、内部と外部の境界の融合

したネットワーク型の組織に向かうという傾向をもっている（今井＝金子,1988）。この

ように、組織論において自己組織性が取り上げられるのは、組織と環境の関係、すなわ

ち組織の境界の問題としてである。 

今田によれば、自己組織性の特徴は「自己言及」と「ゆらぎ」が互いに関係し合うこ

とにあるという。自己言及の問題は論理をパラドックスに導くため、長い間科学の対象

からはずされていた8が、生物化学や熱力学などにおいて、要素間の円環的因果のプロ

セスをあらわす「自己回帰（自己言及）メカニズム」や自己を再生するために自分自身

を必要とする「自己触媒的プロセス」に焦点が当てられるようになって自己組織性に関

する関心が高まることになった。同時に、自己組織性のもうひとつの特徴である「ゆら

ぎ」は、自己言及メカニズムと関連をもつことによって、積極的な意味を持つようにな

った。自己言及メカニズムをもたない「ゆらぎ」はシステムの状態を撹乱しシステムを

 
7 組織論において企業と環境の関係を理論的に展開したのは、コンティンジェンシー理論である。

野中は、コンティンジェンシー理論では、組織の分化と統合を環境適応のメカニズムとして説

明しており、その意味において組織と環境の関係に着目しているが、環境を所与のものとして

組織の適応を考えるという視点は、自己組織性において最も重要である「環境に働きかけるこ

とでみずから構造を変化させていく」という企業の主体的環境適応の側面が欠けていることを

指摘している（1990,p.26）。 
8  自己言及の論理的パラドックスとして有名な例に、「クレテ人のある預言者が『クレテ人は嘘

つきである』といった。かれは本当のことを言っているのか、それとも嘘をついているのか」

という「クレテ人の嘘つき」の話がある。（今田 1987,p.59） 
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解体する。しかし、自己言及メカニズムと結びつくことによって、「ゆらぎ」は制御さ

れる対象から内部メカニズムそれ自体のゆらぎと捉えることができるようになる。例え

ば、熱力学系の散逸構造9は「ゆらぎを通じた秩序形成」とよばれているが、これは一

種の自己触媒10メカニズムを組み込んだシステムがゆらぎの増幅によって平衡状態か

ら遠くはなれた時に発生することを指す。ここで注目すべきなのは、自己組織性におい

て、ゆらぎはシステムの存在や構造を脅かしたり解体したりする要因ではなく、別様の

存在や構造へとシステムを駆りたてる要因でありその過程でもあるということである。 

「自己組織性」11、「自己言及」、「ゆらぎ」といった概念は、生命的なシステムにお

ける自己言及的創出性、及び拘束条件としての「場」を理解する上で押さえておかなけ

ればならない重要な鍵概念である。自己組織性と「場」の関係については、第 3 節の生

命関係学における場の理論のところであらためて検討することにしたい。 

 

第 2 節 組織研究における場の概念 

  

2.1 組織研究の概観12 

組織研究では、一般的に、個人、集団、組織、社会（環境）という主に四つの異なる

レベルおいて分析がなされてきた13。組織の最小単位は個人であり、ダイアド、小集団、

組織、社会（環境）というそれぞれの構成単位によって異なる現象が観察される。個人

はそれぞれ異なる欲求をもつが、ダイアドや集団になると相互作用という個人の意志や

動機には必ずしも還元されない現象が起こるし、複数の集団の関係を調整したりコント

ロールする階層や制度が作られるとそれは組織になる。さらに、組織は環境との相互作

 
9 イリヤ・プリゴジンらは、平衡状態から遠くかけはなれた状態に表れる構造を散逸構造と名づ

けた。平衡から離れた状態にある系では、系を構成する要素間にフィードバックを会した相互

作用が起こり、物質やエネルギーの流れがあるレベルに達すると新しい組織が自己発生的に表

れる（自己組織性）。このようにして表れた構造が散逸構造である。（清水,1999a,p.33） 
10 ある要素の動きによって別の要素にそれを同様な動きが誘われる性質 
11 自己組織性の理論の延長線上にあって、自己組織性と同様な意味で、場を考える上で重要な

概念に Maturana=Varela（1980）によるオートポイエーシスの概念がある。オートポイエー

シスにおけるシステムの機構の定義では、(a)システムはそれ自体で動作を継続する機構を含

む。ただし生成プロセスをつうじて産出した物質を作動の継続のなかに巻き込まなければなら

ない。(b)システムの構成要素は作動の継続との関係で規定されるのであって、入力・出力関

係で決定されるのではない。(c)システムの作動の継続がシステムの境界を規定し自己を形成

する機構を含む、とされる。オートポイエーシスでは、システムは生成プロセスのネットワー

クであり要素の集合ではない。システムの本性は動きの継続にあり、動きの継続を通じてシス

テムの構成素の範囲が決まる。また、システムの範囲は動きを通じて連続的に変化していく。

システムの動きの継続は、みずから産出するモノを巻き込むようにしてなされ、積極的にシス

テムの動きの継続に資するものであれば、何であれ構成素になることができる。 

（河本,1995,2000）。 
12 組織論については、野中(1974)、金井（1999）、榊原（2002）を参考にした。 
13 個人、ダイアド（二人）、集団、組織、社会の５段階とする場合もあるが、本研究ではダイア
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用において競争や取引関係を構築する。このように、組織論では、個人、ダイアド、集

団、組織、社会（環境）を階層的に捉え、階層の間には関係はあるものの、それぞれの

階層において異なる現象が生じることに注目する。本節では、組織研究においてどのよ

うな観点から組織が分析されてきたのかを、それぞれの分析単位ごとに整理する。 

 

2.1.1 個人 

第一の分析単位は個人である。組織における個人の心理や行動や焦点をおいて研究さ

れてきたのが、組織行動論である。組織行動論の中心的なテーマは、「動機づけ（モチ

ベーション）」研究である。個人を動機づける方法は、どのような人間観に依拠してい

るかによって異なる。組織論における人間観は、経済人モデル、社会人モデル、自己実

現人モデル、複雑人モデルなどがあるとされる（金井,1999 p.36）。経済的報酬によっ

て人間の行動は決定されるという経済人モデルに依拠した「動機づけ」の代表は、科学

的管理法14における出来高払い賃金であろう。一方、経済人モデルに対して、経済的報

酬以外の動機によって人間の行動は決定されるという自己実現モデルに基づいた理論

には、人間の欲求には生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、自我欲求、自己実現欲求と

いう５つ段階があるとするマズローの欲求段階理論などがある（榊原,2002 p.51-61）。

個人レベルの分析では、どのような人間観に立脚するかが理論構築にとって重要な意味

をもつ。 

 

2.1.2 集団 

第二の分析単位は、（小）集団である。組織における集団研究の先駆けとなったのは、

ハーバード大学の Mayo らによって 1927 年から 1932 年にかけて行われたウエスタ

ン・エレクトリック社のホーソン工場（シカゴ）での実験である。ホーソン工場での一

連の調査で最も有名なのは、実験者や周囲の同僚が無意識のうちに被験者を動機づけて

いたというホーソン効果と、工場の規範とは全く関係なく作業者集団の中に生産高規制

の規範をもつ集団が存在することを観察によって見つけだした「非公式集団（インフォ

ーマル・グループ）」の発見である。これらの発見は、人間が集団を形成し、相互作用

を営むと、集団内の条件によっては作業者を動機づけ生産性を高めたり低下させたりす

ることを明らかにしたのである（野中,1974 p.37）。ホーソン工場の実験結果は、人間

の動機づけには賃金以外の社会的な側面が重要な役割を果たすこと示し、この実験を境

にして、作業の標準化と出来高払い賃金をベースにした古典的な経営管理論にかわり、

「人間関係論」という新しい考え方の枠組みが生まれた。ホーソン実験は、人間の社会

 
ドを集団に含めて考えている。 

14 F.W.Taylor(1911)によって提唱された職場管理の方法論。Taylor は、ミッドベール製鉄所の 

管理技師として働きながら、時間研究、動作研究に基づいた合理的で効率的な生産システム

を追求した。このような考え方はテーラリズムともよばれる。 
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的な側面に光をあてることによって、非公式集団という新たな分析単位を生み出した。

このような、個人と個人の相互作用に焦点をあてる小集団研究は、個人と組織の中間概

念として、組織研究における重要なテーマの一つである。 

 

2.1.3 組織 

第三の分析単位は組織である。組織とは、複数の集団で構成され、階層、権限関係、

規則など、個人や集団を統制する構造やシステムの総称である。組織研究の大半はこの

「組織」を分析単位にした研究である。組織にかかわるあらゆる現象を研究することが

広義の組織論（組織研究）であるとすれば、組織を分析単位にした研究は狭義の組織論

であるといえよう。 

 

(1)M. Weber の組織論 

組織論の歴史をさかのぼると、19 世紀末の社会学者である Weber の官僚制機構とし

てのビュロクラシー研究に行きつく（Weber,1956）。Weber は、カトリック教会、軍隊、

行政組織などには、分業、階層構造、文書主義、専門化といった特徴があることを見つ

け、このような組織に特有な構造を官僚制（ビュロクラシー）と名づけた。Weber は、

組織という概念について明確な定義をしていないが、組織とは運営にかかわる行為の可

能性の総称であるという（中條,1998 p.163）。団体としての秩序の確保や命令権力の分

配のような「支配を実現するための行為そのもの」が組織の本質であると考えられてい

たのである。Weber の考える官僚制とは、合理的な人間の統制を実現する手段であり、

正確性、安定性、規律の厳守、信頼性においてもっとも優れた組織のモデル（理念型）

であった（野中,1974 p.79）。 

 

(2)C. I. Barnard の組織論 

一方、経営者の立場から組織論を展開したのは、ニュージャージーベル（米）の社長

であった Barnard である。Barnard は主著である『経営者の役割』において、公式組

織を「協働体系とは、少なくとも一つの明確な目的のために二人以上の人々が協働する

ことによって、特殊の体系的関係にある物的、生物的、個人的、社会的構成要素の複合

体である。協働体系の中のひとつの体系であり、二人以上の人々の協働という言葉のう

ちに含まれている体系を組織と呼ぶ」と定義している。また、組織の成立要件を、相互

に意思を伝達できる人々がおり（コミュニケーション）、それらの人々は行為を貢献し

ようとする意欲をもって（貢献意欲）、共通の目的（共通目的）の達成を目指すときに

成立するとのべ、この三つの要素を組織成立のための必要十分条件であるとしている

（1938,山本訳 p.67）。Barnard は組織を重力場や電磁場に例えて次のように述べてい

る。 
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「組織はちょうど電磁場が電力あるいは磁力の場であるごとく、人「力」の場である

（a field of personal forces）。（中略）人間は、組織という場を占有する組織力の客観

的源泉である。その力は、人間にのみ存在するエネルギーから由来する。この力は一定

の条件が場のなかで生ずる場合にのみ組織力となり、言語、動作のような一定の現象に

よってのみ立証され、かかる行為に基づく具体的結果によって推論される。しかし、人

間にせよ、またその客観的結果にせよ、それ自体が組織ではない。もしそれらが組織と

して扱われたら、組織という現象を説明するに際して矛盾と不適切を生ずる」（ibid, 

p.78） 

 

バーバードによれば、組織の場で作用する諸力の証拠となる行為は、言葉、外見、身

振り、動作で示される人々の行為である。また、Barnard は非公式組織（informal 

organizations）についても言及している。Barnard によれば、非公式組織とは、共通

ないし共同の目的をもたない、個人的な接触や相互作用の総合、および人々の集団の連

結であるとする。非公式組織は、不明確できまった構造をもたず、はっきりした下部単

位をもたない形のない集合体である。また、どんな公式組織にも非公式組織があること、

逆にいえば、非公式組織は公式組織の存在を必要とすることを指摘している(ibid, 

p.119-130)。 

 

(3) H. A. Simon の組織論 

Barnard の理論を継承し、組織論の科学化にもっとも貢献したのは Herbert A. 

Simon である。Simon は企業における意思決定過程に注目し、その理論的な解明を試

みた。Simon によれば、どのような活動も「決定すること」と「行為すること」の両

方が含まれるが、既存の理論は行為の過程に焦点があてられ、行為に先立つ決定の過程

が十分に考慮されてこなかった。意思決定には、どのような目的を設定するべきかとい

う価値前提に基づく意思決定と、所与の目的に対してどのような手段・方法をとるかと

いう事実前提に基づく意思決定とがある。現実の意思決定には、この両者が混在してい

るのだが、このうち Simon は、経験的に検証可能な事実前提に基づく合理的な意思決

定を研究対象とした。Simon の研究の背景にあるのは、限定された合理性しかもちえ

ないという人間という人間観である。古典的な経済学における人間観は、完全情報に基

づいて常に最適な行動を選択できる経済人であった。しかし、実際の人間は、意思決定

過程において不完全な情報しかもっておらず必ずしも最適な判断が可能であるわけで

はない。人間意思決定プロセスにおける合理性とは、「限定された合理性」でしかあり

えないわけである（Simon,1969,1976）。このような限定された合理性しかもちえない

人間も、意思決定の際に考慮すべき変数を制御できるようなシステムがあれば、高い合

理性を獲得できる。このような人間の意思決定を助け、合理性を高めるシステムが組織

なのである。階層化された組織において、意思決定を分業化・専門化することによって
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人間の意思決定能力は拡大される。Simon は、人間の意思決定プロセスを対象化する

ことで、集団意思決定システム(情報処理機械)という組織観を作り上げた。このような

組織観に基づいた組織の見方は、組織の情報処理パラダイムとよばれている。 

 

(4)野中=竹内の組織論 

 1990 年代になって、「企業は単に情報を処理するだけでなく知識を創造する」という

仮説に基づく組織論が展開されるようになった。野中らは日本企業のイノベーション・

プロセスの研究を通して、情報処理機械としての組織観に疑問をもち、組織は知識を創

造するという「組織的知識創造」の命題を提示した。野中らは、知識を言語化可能な形

式知と言語化が不可能な暗黙知とに区別し15、組織的知識創造活動の本質は、この形式

知と暗黙知の相互変換にあるとみる。組織的知識創造のプロセスは、形式知と暗黙知と

いう異なるタイプの知識の相互作用によって、個人の暗黙知が形式知化され、それが組

織全体の知識へと変換されていくことによって、個人レベルでも組織レベルでも知識が

豊かに醸成されていく循環的プロセスである。野中らは「企業を有機的生命体としてと

らえれば、会社は何のためにあるのか、どこを目指しているのか、どんな世界に住みた

いのか、どうすればその世界は実現できるのか、といったことを社員全員が理解してい

ることのほうが、客観的な情報を処理することよりはるかに重要なのである」と述べて

いる（1995,梅本訳,p.10）。野中らは、組織の言語化できない暗黙知に光をあてること

によって、元来哲学のテーマであると考えられてきた知識を、実践的な経営の現場にお

ける中心的な概念として位置づけた。このことは、組織研究において重要なテーマであ

るにも関わらず、操作化が困難であるために正面から取り上げられてこなかった「価値」

の問題に新たな光を当てる試みでもあった。このように組織を知識創造体としてとらえ

る組織の見方は、組織の知識創造パラダイムとよばれている。 

 

2.1.4 社会（環境） 

組織とそれに影響を与える環境の関係が明らかにされたのは、Burns＝Stalker、

Lawrence ＝Roche を始めとするコンティンジェンシー理論によってである。 

Burns＝Stalker は、英国のエレクトロニクス企業 15 社の事例研究から組織構造には

「機械的システム」と「有機的システム」という二つのタイプがあり、それぞれの組織

構造が適する環境は異なることを発見した。機械的システムは、比較的安定的な環境に

適しており、専門化や階統的なコミュニケーション・システムをもつ。一方、有機的シ

ステムは、新しい問題と組織の階層上の役割で自動的に処理できないような予見困難な

行動の要求が常に起こる環境に適しており、分権化やネットワーク的なコミュニケーシ

 
15 形式知(explicit knowledge)と暗黙知(tacit knowledge)の区別は、Polanyi の『暗黙知の次元』

（1966）に依る。 



 25 

ョン・システムをもつことなどを指摘している（野中,1983 p.34）。 

Lawrence ＝Roche は、よりダイナミックな環境に有効に適応している組織は、組織

内の機能をより分化させると同時に、より強力な統合機構を発達させていることを発見

した。ここでいう分化とは、組織内の部門間に、管理者の目的志向性、メンバーの時間

志向性、メンバーの対人志向性、組織構造の公式性の点で差があるということであり、

統合とは、環境に対応するために部門間が一致して努力する協力状態のことを指す。

Lawrence ＝Roche によれば、環境の不確実性が高くなるほど組織は質の高い統合機能

を発達させる（野中,1983 p.151-152）。 

このように、1960 年代になって、組織をそれだけで自己完結したクローズドなシス

テムではなく外部環境との相互作用をもつオープン・システムとして捉え、組織を環境

との関係において分析する視点が組織研究に加わることになった。 

 

2.1.5 補論：組織間関係 

環境としての他組織という視点からは組織間関係論が展開されることになった。複数

の組織を対象にした組織間関係という視点は、先に述べたようなオープン・システムと

しての組織という観点から出てきたものである。 

山倉(1993）は組織間関係論の歴史を、組織間関係についてのパースペクティブの変

遷史であると捉えて５つのパースペクティブに分類している。 

第１に、Thompson らに代表される資源依存パースペクティブである。資源依存パー

スペクティブでは、組織を基本的な分析単位とし、組織は、資源の獲得・処分をおこな

うために他組織に依存している現実と、他組織から自律的であろうとする要請のはざま

で自らの存続を確保しようとしている、と考える。資源依存パースペクティブでは、組

織を多様な利害関係者の連合体として考えることから、組織間調整、さらには合併、合

弁、業務提携などを考察する上で有効である。 

第２に、Evan に代表される組織セット・パースペクティブである。組織セット・パ

ースペクティブは、組織が他の組織と相互作用関係にあるという事実に着目し、そこで

形成されている多面的な関係性を分析した。これは、Robert K. Merton の役割セット

の概念を組織に適用したものであり、焦点組織（focal Organization）や対境担当者

（boundary personnel）といった概念を創出した。 

第３に、Astley＝Fombrun に代表される協同戦略パースペクティブである。協同戦

略パースペクティブは、資源依存パースペクティブに対して提出された考え方で、個別

組織を構成単位とし、組織の共同体としてのシステムを解明しようとする。ここでは、

資源依存の立場で強調された依存やパワーではなく、相互依存・交渉・妥協・共生など

を通して異なった利害と価値をもつ組織の間でどのように合意が形成されていくのか

が問題にされている。 

第４に、Scott、Dimaggio＝Powell らに代表される制度化パースペクティブである。
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制度化パースペクティブは、組織が制度化された環境に埋めこまれていることを前提と

し、他組織や組織間システムとの同調、同型性などを重視する。その意味で、組織の環

境に対する受動的側面が強調されている。 

第５に、Coase、Williamson に代表される取引コスト・パースペクティブである。

取引コスト・パースペクティブは、組織間関係への経済学的アプローチであり、分析単

位を取引においている。このパースペクティブにおいては、取引コストの最小化という

効率の観点から組織間関係を考え、市場、中間形態（中間組織）、組織を取引様式の問

題として取り扱っている。このような観点から、組織の境界の問題や中間形態としてネ

ットワークや長期契約についての考察が可能になった。 

山倉は、組織間関係の解明は組織論において中核的な問題であるにもかかわらず、組

織間の情報のながれである組織間コミュニケーションに関する考察がこれまであまり

行われてこなかったことを指摘している。組織間コミュニケーションとは、「二つ以上

の組織間の情報交換および意味形成のプロセス」（山倉 1993,p.72）のことであり、組

織間の調整機能や価値共有のための機能としてとらえることができる。 

山倉によれば、組織内コミュニケーションは、ヒエラルキーを基盤とした権限による

コミュニケーションであるのに対し、組織間コミュニケーションは自律的でありながら

相互依存している権限に基づかないコミュニケーションである。そして、組織間コミュ

ニケーションはしばしば半ば自然発生的に形成されるインフォーマル・コミュニケーシ

ョンであることに留意すべきだと述べている。 

取引コスト・パースペクティブのように限られた資源の効率的な調達と分配という問

題提起によって、組織間関係論は「市場か組織か」といった議論だけでなく、資本関係

や取引関係によって形成される企業グループや系列16、あるいはそれ以外の企業ネット

ワークについても考察の対象を広げてきたことがわかる。 

組織間関係論の展開によってもたらされた新たな知見は、組織間の関係すなわち組織

間に形成される「場」の問題にも多くの示唆を与える。例えば、資源依存パースペクテ

ィブで注目される資源とパワーの問題や、協同戦略パースペクティブのように、相互依

存・交渉・妥協・共生などを通して異なった利害と価値をもつ組織の間でどのように合

意が形成されていくのかという問題は、組織間の「場」の形成プロセスを考察する上で

参考になる。また、取引コスト・パースペクティブにおける市場でも組織でもない中間

 
16  浅沼（1997）は、取引コストという観点からだけでは、製品のプロダクトライフサイクルを

越えて継続する長期継続的取引関係（系列）を説明することはできないとして、自動車メーカ

ーや電気メーカーに対する実証研究を行い「サプライヤーが組織としてもつ能力のうち、特定

顧客のニーズまたは養成に効率的に対応して供給を行いうる能力」を「関係的技能」とよんだ。

関係的技能とは、特定顧客との取引関係が継続する中で「実行による学習」を通じて蓄積され

る部分（表層）と一般性をもつ技術能力への投資を通じて形成される部分（基層）とが組み合

わさった重層的な構造であり、このような意味で関係的な技能への投資が必ずしも特定顧客と

の関係に固定されたものではないことを明らかにしている。 
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形態の存在の指摘は、組織間における「場」の存在を理論的に解釈することを可能にす

る。 

しかし、どのパースペクティブにおいても組織をひとつの意志決定主体、すなわち独

立したシステムとして考え、組織を分析単位においていることは共通している。そして

組織間関係は組織の意思決定の問題であると考える。さらに、組織間コミュニケーショ

ンを成り立たせているような条件、すなわち「場」の問題にはほとんど触れていないの

である。この点については、第 5 章第 3 節の場と組織に関する試論のところで再度検討

したい。 

 

2.2 K. Lewin の場の理論 

 社会科学の分野に場（field）という概念を最初に導入したのは、ゲシュタルト心理学

者の Lewin である。1943 年に発表された「一定時における場の定義」において、「場

の理論は方法としておそらくもっともよく特徴づけることができる。すなわち因果関係

を分析し、科学的構成概念を樹立する方法である。このような因果関係の分析法は、変

化の条件の“本質”に関するある種の一般的な叙述という形式で表現される（“”は著

者）」（1951,猪股訳,p.58）と述べ、「相互に依存していると考えられる共在する事実の

全体が場（field）であり、人とその環境とを包含している生活空間（life space）は、

心理学ではひとつの場とみなさなければならない」（ibid, p.232）と述べている。 

 Lewin によれば、場の理論の要点は以下の六つの点である（ibid, p.73-77）。 

 

①構成的方法：場の理論では、類似性を基礎においた分類法ではなく、個々の事例をい

くつかの構成要素によって表現する構成的方法をつかうこと。これは心理学の一般法

則化を可能にする。構成的方法をもちいることで、特殊性と一般性、法則と個人差の

間を橋渡しできるような理論が可能になる。 

②力動的接近：科学的な構成概念と方法によって、行動の基底に存在する力（dynamics）

を捉えること。 

③心理学的接近：個体に影響を及ぼす場を、客観的・物理主義的術語で記述しないで、

その時の個体に対して刺激が存在する仕方で記述すること。このことは、物理学的な

述語で定義を行うことを主張する条件反射説などの信奉者に対する反論である。 

④全体の事態からの分析：事態の内部にある一、二の孤立した要素を拾い出すかわりに、

事態全体を考慮にいれて分析すること（ゲシュタルトの理解）。 

⑤行動はそれが起こった時の関数である17：行動に対する過去の効果は、単に間接的な

ものにすぎないので、行動を現在の関数として考えること。 

 
17 レヴィンは「人間の行動はその時における心理学的場にのみ依存する（人間の行為は場

の変化の時間微分である）と考えた」（1951,猪股訳 p.58-59）。 
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⑥心理学的事態の数学的表現18：科学的な誘導ができるように論理的に厳密で構成的方

法にのっとった言語を使用すること。トポロギーやベクトルなどの数学の概念は分析

力、概念の正確さ、誘導のための有効性、心理学的諸問題の全体範囲にわたる有効性

などが結合されるので、他の概念手段よりも有効である。 

 

Lewin が心理学に「場」という概念を持ち込んだ理由は、大きく分けて二つあると考

えられる。一つは、それまでの心理学が「素朴な形而上学的信条に支配され、“事実発

見”を科学的心理学の唯一の課題だと考えがちであった（“”は著者」（ibid, p.15）た

め、経験的で個別的な記述に終始し、論理的に正確な仕方で相互に連関する構成概念に

よって理論的に一般化することが困難であったからである。Lewin は場（field）とい

う物理学の概念を心理学の分野に持ち込むことで、厳密に数学的な表現を用いて定式

化・一般化が可能になり、そのことによって心理学が科学的理論になると考えたのであ

る。 

もう一つは、それまでの心理学が「欲求、意志、情緒の領域では、すなわち知覚や記

憶以外の領域では、心理学的方法のアイデアについて懐疑的であった」ために、人間の

内面世界の研究に終始し、人とその人が現存している環境を含めた生活空間（ life 

space）という観点を欠いていたことであった。ゲシュタルト心理学の流れをくむ Lewin

にとって、事象はたんに記述的・類型的に把握されうるものではなく、（人間を含めた）

相互依存的な関係にある、あるひとつのまとまりをもった全体（ゲシュタルト）として

把握することによってはじめて理解されるものであった。ゲシュタルト心理学における

全体の概念は、部分の寄せ集め“以上”のものというよりも、「部分の寄せ集めとは異

なっている」（“”,「」は著者）（ibid, p.146）。すなわち、全体の価値の優位ということ

はいえないが、全体と部分とはともに等しく現実的でありそれ自体の特性をもっている

と考えられていた。 

 Lewin は、場の理論によって、物理学における Maxwell 方程式（電磁場を表す方程

式）のような一つの方程式ですべての心理現象を表現しようとしたわけではなかった。

また、数学的な定式化にこだわり心理学の科学化を志向しながらも、心理学の対象を個

人の知覚や記憶といった内面の現象の数学的記述にとどめずに、環境も含めた人間行動

全般（生活空間）に応用しようとした。Lewin の場の理論は、グループダイナミクス19

にうけつがれ、集団の性質、集団発達の法則、集団と個人の関係、集団と諸制度との関

 
18 さらに、行動（B）は人間（P）とその環境(E)との関数（F）、B=F(P,E)であると考え、この

関数は、ある目的へと方向づけられた活動に対してだけでなく、情緒的行動や願望、思考、

あるいは会話や動作に対しても妥当すると述べている (1951,猪股訳 p.140）。 
19 グループダイナミクス研究の特徴は、①理論的に意味ある実証研究を重視する、②現象のも

つ力動性と相互依存関係に関心をもつ、③社会科学全般にわたって広い関連性がある、④集

団の機能や集団が個人と社会に及ぼす影響を改善するため、集団に関する研究成果を追うよ

うする可能性を潜在的にもっている、ことである（Cartwright=Zander,1953,三隅他訳,p.10）。 
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係などの分野で研究が進められた結果、集団凝集性、集団圧力、集団目標、リーダーシ

ップといった今日でも意味ある多数の概念を発見する土台となった。 

 

第 3 節 哲学における場の概念 

 

哲学において場をめぐる言説は、ギリシャ哲学から脈々と続く歴史をもっている。本

稿では、ギリシャ哲学における Plato と Aristoteles の場の概念を整理した後、Plato

の場所（コーラー）の概念を展開した西田幾多郎の場所論と、更に西田の場所論を生命

システムに応用した清水博の場所論を検討する。そして、本研究において注目する現象

学における場に関連する概念を整理する。 

 

3.1 ギリシャ哲学における「場所」 

はじめに、哲学における「場所(場)」の理論の検討を中村（1989,1998）にしたがっ

て概観する。哲学において場所（場）とは主体の反対概念、つまり主体成り立たせるも

のとして古代ギリシャ哲学の時代から考えられてきた。 

 中村は「かつて場や場所が少しも考慮されずに、もっぱら質点（物理学における場の

反対概念）や主体だけが想定されたことがあった。それは場や場所が存在しなかったか

らでも、存在しえなかったからでもなく、ある特定の立場にたってそれらが捨象され、

無視されたからであった。特定の立場とは物理学でいえば、客体化と単純化によって諸

現象間にリニヤーな因果的関連をみる在り様であり、哲学でいえば、他者から限定され

ていることを考えずに、決断や実践に際して、自己をまったく自由なものとみなす在り

様である」（中村 1998,p.7）と述べ、哲学において場所（場）が正当に議論されてこな

かったことを指摘している20。 

 

(1)トポス 

 中村によれば、場所（場）の起源は古代ギリシャ哲学における、Aristoteles の「ト

ポス」や Plato の「コーラー」に始まる。 

 Aristoteles は、『自然学』の中で、場所を「自分を直接包み込んでいるもの」として

捉えるところから出発する。 

 

「場所は、一面事物を包み込んでいる形としての形相（エイドス、フォーム）に似てい

るが形相ではない。なぜなら形相は事物から分離され得ないが、場所は運動によって事

物から分離されうるからである。また、場所は、なにかを受け容れて特定の現象を出現

させるという点で質料（ヒュレー、素材）に似ている。だから Plato も両者を同一視し

 
20  以下の記述は、中村（1989,1998）の要約である。括弧は中村によるものである。 
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たのだが、しかし場所は断じて質料ではない。なんとなれば、資料は事物から分離され

得ず、事物を包み込んでもいないが、場所は事物から分離され得るし、事物を包み込ん

でいるからである」 

（中村 1989, p.27-29） 

 

 このことから Aristoteles は、場所を「包み込んでいるものと包み込まれているもの

とがそこにおいて接触しているところの、包み込んでいる物体の境界である」と定義し

ている。中村によれば、Aristoteles のこのような考え方は、その場所を一種の力の場

として捉えることによって積極的な意味をもちうるとしている。 

さらに、中村は Aristoteles の「場所（トポス）」論に含まれる、修辞学における「ト

ピカ」に注目する。 

「トピカ」とは、レトリックの一部で、個別的な問題やテーマについての具体的な考察

法＝議論法のことである。それがなぜ「トピカ（場所論、トポスの学）」と呼ばれるの

かといえば、それが論拠や論点の所在を知ることが議論の基礎をなすと考えられたから

である。つまり、具体的な考察法＝議論法において、記憶（個人的・集団的）のうちに

蓄積された多数の論点・論題が蓄積されるためには、それぞれ特定の場所がなければな

らないという考え方が背景にある。 

「トピカ」は、ルネサンス以降、歴史や伝統が重荷になり共同体が崩壊していくなかで、

デカルト的な「方法」に転化され消滅していった。デカルトは、伝統的な記憶術を革新

し論理の鎖をたどって物事をその原因へと還元していく「方法」論を確立した。そして

トポス（場所、記憶の集積）が否定され喪失していくなかで「トピカ」も「方法」に変

わっていったのである。 

中村は、Aristoteles の場所論（トポス）を、「それがなければ何ものも存在せず、逆

に他の何もがなくても場所は存在しうるという意味で、またその範囲で根源的でありえ

た。つまり存在の、あるいは存在論の自立的な次元にとどまったのである」（中村 

1998,p.53）としている。 

 

(2)コーラー 

 一方、Plato は『ティマイオス』の中で、コーラーについて次のように述べている。 

 

「宇宙生成以前にすでに、『有るもの』、『コーラー』、『生成』が三者三様に存在してい

た。そして実際に宇宙が生成されるのは、これらの『有るもの』に充たされた『コーラ

ー』がそれらの力によって動揺するときである。この宇宙は唯一つしかなく、球形をな

しており、また宇宙の魂によって回転運動をし、循環運動をしている。そこに見られる

リズムは、魂の循環運動に対する神々の援軍にほかならない。だが、コーラーとはなに

か。それは一口でいえば、感覚的事物にかたちを与える母胎であり、一種の容れ物であ
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るが、その中味の持つ雑多な力によって、いろいろと揺さぶられ、外観を変える。これ

はある様態がそのなかであらわれるものであり、ちょうど像に対する鏡のような働きを

する。このコーラーは容れ物の類にたとえてみれば、振動させることで穀物を不純物か

ら選り分ける『箕』のようなものである。この振動によって、よく似たもの同士が集め

られ、ちがったものは相互に引き離されるようになる。」 

 

「このようにコーラーは感覚的事物の容器であり、様態を映し出す鏡であり、なにより

も事物を選り分け、秩序立てる『振動する箕』のようものとして捉えられている。だが、

この感覚的容器というものが、なにか事物を容れるいわゆる容れ物というよりは、可塑

的な材料という性質をもっていることである。それゆえ、Aristoteles は『自然学』に

おいて、この Plato の考え方を『質料とコーラー(場）を同一視した』ものとして批判

したのである。しかし、私には、Plato のコーラーはただそれだけにとどまるとは到底

思われなかった。たしかにコーラーには、形相と質料という Aristoteles 的な二分法か

らすれば、未分化なところがある。だが、むしろ、それだけ原初的かつ動的に場（場所）

をとらえたものではないだろうか。形相と質料という二分法は、以後権威となって永い

間哲学を支配した。それだけに、われわれはこれにとらわれないようにしなければなる

まい。Plato のコーラーは、コスモロジックな観点をそなえており、振動するという点

からいっても、また、鏡としての働きをもつ点からいっても、Aristoteles のトポスや

同じく彼の実体的存在論レベルのヒュポケイメノン（基体）よりもいっそう根源的であ

り、後者を成り立たせているものだといってもいいのではなかろうか｣（中村,1998 

p.42） 

 

 このように中村は、Aristoteles 的二元論からは排除された Plato のコーラーという

場の捉え方を評価する。それは近代以降の哲学において、場所の問題が無視され、主体

本位の存在論が中心であり続けたことに対する批判でもある。中村は、Plato のコーラ

ーを振動する始原的な存在を性起させるものとして継承したのが Heidegger であるの

に対し、コーラーのもつ鏡の働きを具体的一般者（無の場所）の自己限定として継承し

たのが西田であると位置づける。 

 

3.2  西田哲学における「場所」 

3.2.1 西田哲学概観21 

 小坂(2000)によれば、西田哲学の特徴は、二元論の否定、無の思想、否定の論理の三

つであるという。 

 
21 西田哲学については、西田哲学選集（上田＝大橋編,1998a,1998b,1998c,1998d）、小坂（2000）、

上田（1991,1994a,1994b）、を参考にした。 
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(1)二元論の否定 

 西田は、禅仏教の影響を強くうけ、いっさいの分別を超えたところからものと見、も

のを考えようとする姿勢があった。そして、主観と客観が未だ分離していない意識の統

一的状態を「純粋経験」となづけた22。西田の二元論の否定は、主観（精神）と客観（自

然）、内（主体）と外（環境）、個体（多）と普遍（一）、現実と理想、理論と実践とい

ったものの区別を否定した23。 

 また、純粋経験24の根底には一種の普遍的な意識が存在すると考えた。個々の純粋経

験はこの普遍的な意思の一要素である。これが多即一、一即多という考え方である。こ

のような世界観の背景には多数の個物と個物が相互に限定しあうことによって進展し

ていく歴史的世界は、世界の方からみれば、世界自身が自己自身を限定していく世界で

あるという意味で、「個物と個物の相互限定即一般者の自己限定」が働いているという。 

 西田は、「世界の中でうまれ、世界の中で働き、世界の中で死に行く」われわれは、

世界の外に立つことなど不可能であり、それは抽象的な見方にすぎないというと考えた。

この二元論の否定には、西洋近代の伝統的なものの見方の否定でもあった。 

 

(2)無の思想 

 西田哲学の第二の特徴は、無の思想である。これも仏教思想に影響をうけた考え方で

 
22 Herrigel は『弓と禅』の中で、「“それ”が射る」ということがわかったどうかを師範に尋ね

られ、主客未分の境地を「私はもはや全く何も理解しないように思います。もっとも単純な

ことですら私を惑わせます。いったい弓を引くのは私でしょうか、それとも私を一杯に引き

絞るのが弓でしょうか。的にあてるのは私でしょうか。それとも的が私にあたるのでしょう

か。あの“それ”は肉眼には精神的であり、心眼には肉体的なのでしょうか－その両者でし

ょうか、それともどちらでもないのでしょうか。これらのすべて、すなわち弓と矢と私とが

互いに内面的に絡み合っているので、もはや私はこれを分離することができません。のみな

らず、これを分離しようとする要求すら消え去ってしまいました。というのは私が弓を手に

とって射るや否や、一切があまりに明瞭で一義的であり、滑稽なほど単純になるのですか

ら、、、」（括弧は著者）と述べている。 

 (Herrigel,稲富他訳,1948,p.109-110) 
23仏教学者である鈴木大拙は、「西洋的な見方が何か（物）が二つに分かれてからを基礎として

考え進むが、東洋的な見方は二つに分かれぬさきから踏み出す。一の数さえも未だ始まらな

い以前を見ようとする。主も客もない。われも汝もない。その当時の消息、いわゆる父母未

生以前の消息を端的に見て取らんとするのが東洋的見方の神髄である」とした(1997,p.24-28)。

西田は自ら禅宗に入門し修行を積んでいたが、同郷のであるとも鈴木と思想的な交流があっ

たとされる。 
24 鈴木によれば、禅とは神秘的経験のことであるという。「神秘的経験というのはどういうこと

になるかというと、人の心の働きには理屈で説くことのできない一つの経験がある。その経

験というものを経てこなければ人間というものの生命がのらぬ。形式になってしまう。その

経験にふれたならば、形式そのものさえも変わってくる。そして生命が流れる。その経験と

いうことにのみ力を集中してかかろうというのが禅である」（1954,p.111）。つまり、禅におい

て「経験」には特別な意味があるということである。 
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ある。西洋では、創造者としての絶対神の存在がすべての出発点にある。このことは、

「形あるもの」あるいは実体的なものこそ根本的な実在であるという考え方につながる。

一方、東洋的な発想では、すべて形のあるものは、形のないものから生ずる、いっさい

の有は無のあらわれであるということである。つまり、無とはあらゆる形の根源であり、

あらゆる形を生み出す原動力でもある。西田は、このようなあらゆる有をつつみ、あら

ゆる有を生みだす無を「絶対無」とよぶ。西田は、あらゆる「有の場所（対象界）」や

「無の場所（意識の野：意識界）」を超えて、これを内に包む場所として「真の無の場

所」すなわち「絶対無の場所」を考えた。絶対無の場所とは、対象界や意識界といった

世界のもっとも奥にある、内的に超越的な方向の極限にあるものである。つまり、絶対

無の場所は、われわれの内の内、あるいは底の底に見られるものであり、ある意味では

「自己そのもの」であるという。このように、「絶対無の場所」とは人間の根源性に関

わる概念である。 

 

(3)否定の論理 

 西田が一即多、多即一という場合の「即」とは、「絶対矛盾的自己同一」であるとい

う。すなわち、一即多、一がそのまま多であるわけではなく、一が自己否定的に多であ

るという意味、つまり「即」＝「即非」である。西田は、矛盾するものが弁証法的に総

合・合一されてそこに自己同一が生ずるということではなく、矛盾が矛盾のままで同時

に自己同一が保たれると考えた25。この自己否定ということは、自己を見いだす、活か

す、目覚めるというような意味でつかわれている、自己を否定することによって、かえ

って（別の次元で）自己を肯定し、自己を放棄することでかえって真の自己を獲得する

という。 

 

二元論の否定、無の論理、否定の論理といった、西田の基本的な論理を踏まえること

は、西田が純粋経験を出発点として、自覚から場所の理論にいたったのかを理解する上

で重要である。特に、「場所」論と深く結びついた無の思想が人間の根源性と結びつい

ていることに注目したい。 

 

3.2.2 自覚と場所 

 西田は、純粋経験が自覚（自己のうちに自己を映す働き）へと根本的実在を掘り下げ

ていく過程で、経験や意思の働きが（そこに於いて）生ずる「場所26」という思想にい

 
25 西田の弁証法的な矛盾の自己同一の思想は、Hegel や Marx の思想の影響があるとされる(小

坂,2000,p.64)。弁証法の新たな展開としては Bhaskar(1993)を参考にされたい。 
26 西田は、「意識現象を内に成立せしめるものをプラトンのディマイオスの語に倣って場所と名

づけておく」（上田・大橋編,1998d,「現象学」論文集,p.88）と述べている。このことから、

西田の場所はプラトンのコーラーに由来していることがわかる。 
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きついた。西田は、対象と対象が相互に関係するには、そのような於いて生ずる「場所」

というものがなければならないと考えた。 

 

「現在の認識論において、対象、内容、作用の三つのものが区別せられ、それらの関

係が論ぜられるのであるが、かかる区別の根底には、ただ時間的に移りゆく認識作用

とこれを超越する対象との対立のみが考えられていると思う。しかし、対象と対象が

互いに相関係し、一体系を成して、自己自身を維持すると言うには、かかる体系自身

を維持するものが考えられねばならぬと共に、かかる体系をその中に成立せしめ、か

かる体系がそれに於いてあると言うべきものが考えられねばならぬ。有るものは何か

に於いて名ければならぬ、然らざれば有るということと無いということとの区別がで

きないのである。論理的には関係の項と関係自身を区別することができ、関係を統一

するものと関係が於いてあるものとを区別することもできるはずである。作用の方に

ついて考えてみても、純なる作用の統一としての我という如きものが考えられると共

に、我は非我に対して考えられる以上、我と非我との対立を内に包み、いわゆる意識

現象を内に成立せしめるものがなければならぬ」（上田・大橋編,1998d, 現象学論文

集「場所」,p.88） 

 

西田によれば、自覚にいたる意識の働きには三つの段階がある。 

(1)意識の原初的ないし直接的な統一的状態（直覚） 

(2)意識の分化・発展の状態（反省） 

(3)意識の理想的ないし究極的な統一的状態（自覚） 

直覚とは、主客の未だ分かれない、知るものと知られるものが一つである（狭義の純

粋経験）、直接経験の世界を意味する。反省とは、直覚の進行の外にたって翻ってこれ

をみた意識である。自覚とは、自己が自己の作用を対象としてこれを反省するとともに、

反省するということが直ちに自己発展の作用であるような意識の状態である。つまり、

自覚とは、自己の中に自己を映すという働きであり主客の対立を超越した意識状態のこ

とである。この自覚が於いて生ずるところ（自己が自己を映すところ）が場所であり、

一切の作用や存在を自己の内において存立させ、またそれらを自己自身のうちに映して

みるものである。 

 

「体験の内容は非論理的であるというよりも超論理的である、超論理的であるという

よりも包論理的と言わねばならぬ。認識の立場というものも体験が自己の中に自己を

映す態度の一でなければならぬ。認識するというのは体験が自己の中に自己を形成す

ることにほかならない。（中略）斯く自己の中に無限に自己を映しいくもの、自己自

身は無にして無限の有を含むものが、真の我としてこれに於いていわゆる主客の対立

が成立するのである。このものは同ということもできない、異ということもできない、
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有とも無ともいえない、いわゆる論理的形式によって限定することのできない、かえ

って論理的形式をも成立せしめる場所である。（中略）此のごとき自己自身を照らす

鏡ともいうべきものは、単に知識成立の場所たるのみならず、感情も意志もこれにお

いて成立するのである」（ibid,p.92） 

  

 西田は、認識とは主体による対象の構成作用ではなく、意識も対象もともにそこに「於

いてある場所」（意識の野）のなかに対象を映してみることだとした。場所とは、物と

物、意識とその対象、人格と人格とがそこに於いて関係し、そこにおいて存在するそう

した全体のことである。 

西田は、場所と物と物とが出会う「有の場所」（空間・磁場）、すべての意識作用が生

ずる共通の意識界である「意識の野（無の場所）」、そして自己が本当の自己に出会う「絶

対無の場所」の三つに分けて考えた。これらは意識の働きの三段階に対応するものであ

る。つまり、自覚の深まっていく三つの段階（直覚・反省・自覚）がそれぞれの場所で

あり、高次の場所は、低次な場所に対して無にしてつつむがゆえに、意識は意義をもて

る。絶対無の場所とは真の意味での意識の立ち現れである。 

 

「限定せられた有の場所に於いて単に働くものが見られ、対立的無の場所に於いてい

わゆる意識作用がみられ、絶対的無の場所に於いて真の自由意識をみることができ

る」（ibid,p.109） 

 

「知覚的直覚というのは斯くして限定せられた場所である。われわれが、知覚的直覚

に於いてあると考えるとき、われわれは一般概念によって限定せられた直覚に於いて

あるのである、限定せられた場所においてあるのである。一般概念は、斯く意識面の

境界線をなすが故に、一方において限定せられた場所の意義を有すると共に、一方に

おいては自己自身を限定する場所の意義をもっているのである。一般概念の外に出る

というのは、一般概念を離れることではない、またこれによって一般概念が消え失せ

るのでもない、限定せられた場所から限定する場所に行くことである。対立的無の場

所、すなわち単に映す鏡から、真の無の場所（絶対無の場所）、すなわち自ら照らす

鏡に到ることである。此の如き鏡は外から持ち来たったのではない、元来その底にあ

ったのである。われわれが真に知覚作用に生きるという時、われわれは真の無の場所

においてあるのである。鏡と鏡とが限りなく重なり合うのである」（括弧は筆者）

（ibid,p.132） 

 

このように、西田は、三つの段階のそれぞれの場所の深まりは、元来その底にあった

ものであり、それぞれが限りなく重なりあい包摂しあうことを指摘している。 

場所にいたるまでの西田は、純粋経験から自覚へと主体や意識の側から見ていたのに
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対し、場所では、主体や意識を包むところという世界（普遍）の側から世界（普遍）を

説明しようとする立場に転換したことになる。このように、「場所」という概念によっ

て、世界（普遍）の側から主体や意識の成り立ちを説明しようとする述語的論理の試み

によって、西田哲学の場所論は特徴づけられている。 

 

3.2.3 述語的論理としての場所論 

 西田は、「場所」の論文の最後で「私は知るということを従来の如く知るものと、知

られるものの対立から出立する代わりに、一層深く判断の包摂的関係から出立してみた

いと思う」（ibid,p.159）と述べている。この判断の包摂的関係とは、述語が主語を包む

ということである。場所の思想は、自己の内に自己を映す「自覚」の思想と、述語が主

語を包摂する判断の基本形式を結合させたものである。小坂は、両者を結合させる際の

媒介となったのは、Aristoteles の「基体（ヒポケイメノン）」の概念であるという。小

坂によれば、Aristoteles は「基体」を「主語となって述語とならないもの」と考え、

基体は述語的なもの（一般）によって包摂されるのではなく、述語的なものが主語的な

もの（特殊）に内属すると考えた27。一方、西田は、判断は主語（特殊）を述語（一般）

の中に包摂することによって可能となると考えた。つまり、意識を「述語となって主語

とならない」ものと考え、「基体」は意識によって包摂されることによって認識の対象

になると考えたのである。ここでいう述語とは、主語に対する述語ではなく、主語的な

ものを含んだ述語的なものを意味する（小坂,2000,p.155）。 

 

「判断において主語となって述語とならないものが述語を有するものとなる如く、ど

こまでも場所として限定することのできない、合理的なものが意識の本体となる。（中

略）主語となって述語とならないものが基体と考えられるのも、いわゆる述語的一般

としては限定し得ざるものであるが、しかも述語をうちに包むが故にほかならない、

すなわち述語的有がこれにおいてある場所なるが故でなければならぬ」（上田・大橋

編,1998d, 現象学論文集「場所」,p.118）。 

 

西田がこのような述語面を重視するのは、西田が「意識の範疇は述語性にある」ことに

気づきそれに注目したからである（中村,1988,p.176）。さらに、自己も主語的統一では

なく、述語的統一として考えられている。 

 

 
27 例えば、「ソクラテスは人間である」という判断においては、主語である「ソクラテス」は述

語である「人間」の内に包摂されるのではなく、反対に述語である「人間」は主語である「ソ

クラテス」に内属する性質であると考える。主語（特殊）は一般によって包摂されるのではな

く、反対に述語（一般）は主語（特殊）に内属するという考え方である。このような「基体」

の論理は「主語の論理」と考えられる（小坂,2000,p.154）。 
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「我とは主語的統一ではなくして、述語的統一でなければならぬ。一つの点ではなく、

一つの円でなければならぬ。物ではなく場所でなければならぬ。」（上田・大橋

編,1998d, 現象学論文集「場所」,p.150）。 

 

このように、西田は我（個物）を一つの円であるような述語的統一であると考える。円

であるということは、精神という一つの点ではなく身体性という無意識的な部分をも含

んだ述語的統一として我を捉えていると考えられる。ただし、西田のいうような統一的

自己（自己同一）とは、単に主語面と述語面とが一になることではなく、どこまでの両

面が重なりあっているものとして考えられている。両者が重なりあい、かつ、述語面に

おいて自己同一されたものが「意識我の自己同一」である。 

さらに、この述語的なものを拡大していけば、どのような述語によっても包摂されな

い、あらゆる述語を内に包摂するような述語に到達する。それが、あらゆる述語を超越

し、あらゆる述語を成り立たせるような「真の無の場所（絶対無の場所）」である。 

主語的なものの根底に述語的なものがあり、主語的なものは述語的なものの内に内包

される。したがって、主語的なものの極限に考えられる超越的主語面である「基体」の

根底には、述語的なものの極限に考えられる超越的述語面である「絶対無の場所」があ

り、前者は後者に包摂されることによって認識が成立する。西田の場所論が述語的論理

であると言われるのは、このような「（主語を含んだ）述語」の論理構造をもっている

からである（小坂,2000,p.156）。 

 

3.2.4 西田哲学と制度 

中村は立論の出発点として、西田が場所を深い意味をこめて（絶対）無の場所と捉え

たことに求める。中村によれば、西田の（絶対）無の場所とは、物理的なレベルでいえ

ば振動の生成し消滅する場であり、存在論的なレベルでいえば、生と死のせめぎあいの

うちに存在がその原初的な姿をあらわす場所である。そして言述のレベルでいえば、主

語同一性の拘束から解き放たれた述語的世界のことである。ここでいう「述語的世界」

とは、 

 

「この世のさまざまな拘束、束縛、約束事、制度、法則などによって支配されず、そこ

から解き放たれた世界、カオス的であれば欲動的でもあり、無意識的でもあるような世

界」（中村 1998,p.40） 

 

のことである。しかし、中村は西田のように（絶対）無の場所を絶対化して捉えるので

はなく、場所を成り立たせる拘束条件（boundary condition）－発生学では場における

細胞の発生運命の限定を意味する用語である拘束（commitment）－すなわち場所を限

定するものとしての制度と対比し相対化して捉えようとする。つまり、西田のいう場所
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の自己言及を、場所の限定の一つの在り方にすぎないと捉えるのである。場所の自己限

定は、そこで成立するものが、自立性が高く自己組織系であるような限定された条件の

もので成り立つものである。それゆえ、西田の自己限定的な場所論が自覚（自己意識）

から出発し、弁証法的一般者、行為的直観、絶対矛盾的自己同一を主題にして展開して

いったのは、それらがいずれも高度に自己組織系の性格を帯びた生命的自覚の諸形態で

あるからと結論づける。 

 中村が拘束条件、すなわち制度を場所に対峙させたのは、場所的自己言及が自己を鏡

とするだけならば、他者を排除し馴れ合いや自己模倣に陥る可能性があることを直観し、

それを乗り越えようとしたからである。つまり、制度的思考を導入することによって、

場所を他者によって外部から限定するあるいは内部にある自己を外部から捉えなおす

ところとして相対化しようとしたのである。中村は、制度を自然発生的に形成され日常

の習俗によって整えられる慣習法のようなものと、共同社会の成員間の明確な合意によ

って意思的に制定される制定法のようなものに区別し、前者を場所の内部で生み出され

た制度（拘束条件）とし、後者を場所の外部からもちこまれた制度（拘束条件）と定義

する。前者の特徴は、一定の範囲において事態の変化に柔軟に対応でき、場を安定させ

る働きを持つと同時によく生かされるときには場所の活動を高め、述語的世界を豊かな

ものにすることである。後者の特徴は、新しい場をつくったり、あるいは場に潜在する

ものに働きかけて場を根本的に組変えたりする働きをもつことである。このように二種

類の拘束条件がありうるのは、場所がそれ自体だけで存在するものではなく、外部との

関係において成り立っているからであるという。 

 中村は、場所がなんらかの拘束条件なしには成立しえないことに注目しているが、場

所と拘束条件の関係は限定していない。すなわち、拘束条件が先にあって場所が形成さ

れ述語的なものが展開するわけではなく、自己組織性の現象のように述語的なものの展

開が場所を形成し、拘束条件を自らに課することもあるとする。述語的世界と制度の相

互反転、つまり制度的・意識的・表層的なものが述語的世界を領有し、述語的・無意識

的・深層的なものが制度にとってかわることがあるとするのである。述語的世界と制度

は、現実の総体を構成する二つの極限領域であると同時に、重層的に互いに密接に結び

ついてダイナミックな自己運動をしていると結論づけている。 

 中村の議論の要点は、西田の場所論に制度（拘束条件）という概念を持ち込んだこと

にある。その背景には、西田の場所論は、生命的自覚の諸形態つまり自己組織性の性格

を内在した生命的なシステムを暗在的に前提としているという認識がある。生命的なシ

ステムを考える場合は、それ自体を外部と独立して存在する自己完結したシステムと考

えることはできない。場所論が外部との相互作用なしに存立しえないシステムを前提に

している以上、外部から自己を限定するあるいは内部にある自己を外部から定義しなお

すための拘束条件が必要なのである。このように場所（述語的世界）と拘束条件（制度）

を生命的システムにおける極限的二領域と位置づけることによって、中村は生命的シス
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テムのダイナミズムを捉えようとしたのである。 

 

3.3 生命関係学における「場」の理論 

 生命関係学（バイオホロニクス）とは、「生命の普遍的な性質が多様な形態をとって

出現するメカニズムをさまざまな対象について深く具体的に掘り下げて探り、生きてい

る状態に関する諸原理や法則性を解明する」（清水,1999a,p.73）学問である。清水は、

西田哲学の影響を強くうけ、生命システムの本質を場所性に見いだした。このような考

え方は、先に述べたような、生命的システムを場所と制度（拘束条件）のダイナミズム

として捉えようとした中村の議論と相通ずるところがある。ここでは、生命関係学にお

ける「場」と「場所」の概念について検討していく。 

 

3.3.1 経緯 

 最初に、清水がなぜ生物現象という自然科学の領域に情報の概念を取り込み、それが

「場」や「場所」の概念につながって行ったのかについて触れておく。 

 清水は、1960 年代後半に、筋肉の流動セルの研究を通して、無秩序運動の集合に秩

序運動（動的協力性28）が自発的に生まれる原理が必要であることに直面した。それま

での力学的法則性では理解できないような現象に出会い、その現象を解明するために新

しい原理を構築する必要に迫られたのである。流動セルの研究は、流動セルの中でコヒ

ーレント29な運動が生じると、分子の情報的自由度が圧縮され、それにともなってエネ

ルギー効率があがる、すなわち圧縮された情報には情報のエネルギー的価値が生じてい

る、という知見をもたらした。このことにより清水は「生命体には情報をつくりだす能

力がある」という仮設を導き出し、1970 年代以降生命と情報に焦点をあてた研究を行

っている。 

 清水によれば、生命システムの最も重要な特徴は、限定できない不確実性のもとでリ

アルタイムの自己創出をおこなっていることにあるという。このことを清水は、「即興

劇モデル」を用いて説明している。 

 

「即興劇では、各役者が何を演じるか始めから決まっているわけではない。よい役者は、

その演技に無限の可能性をもっているが、一人だけでは何を演じてよいか全く決まらな

い無限定な状態である。役者の集団でもそれは同じである。このように演劇の仕方に内

 
28 非平衡状態で不安定なシステムにおいて、システムの要素が協力的にふるまうことによって、

時間的、空間的に秩序ある動的コヒーレンス状態が生じるとき、その協力性を動的協力性とい

う。（清水 1999a, p.13） 
29 2 個以上のミクロな要素の状態の時間的変化において、それぞれの要素の間に一定の関係が

あることをコヒーレンスという。清水理論では、閉じた系の整合性だけでなく、カオス間の整

合性もコヒーレンスと考え、動的コヒーレンス（引き込み、）機能的コヒーレンス（機能的整合）、

意味的コヒーレンス（つじつまがあう）の三重の意味を含めた概念として考えている。 
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的自由度がありすぎて、そのままでは自己創出（＝即興劇）の仕方が決まらないことを

不良設定問題とよぶ。したがって、生命が即興劇をしているということは、生命は不良

設定問題を解いていると言いかえられる。（中略） 

それでは、即興劇では、どのように筋つまり『拘束条件』がつくられていくのだろう

か。筋の創生は、部分的な情報の単なる足し算によってなされるのではなく、劇場の現

在の状況（役者と観客など）に関する多種多様な情報を統合し、それを過去の状況の統

合情報と矛盾なく整合的につないでいくことで創られる。そして、その筋に沿って未来

の情報を予測したものを、役者それぞれが拘束条件としてフィードフォーワードするの

である。（中略） 

即興劇は演技という自己表現に対して観客からよい反応が返ってくるように進めら

れなければならない。そのために、役者は観客からフィードバックされる反応を見なが

ら演技を調整していく。つまり、役者と観客が一体になって筋を進めるということであ

る。役者の集まりという『閉じたシステム』の中で筋を自己組織しようとしても成立基

盤が狭すぎるので、その基盤を広げて観客を包含することが問題の解決になる。（中略） 

演じられている即興劇の意味が観客に伝わらない状態は、役者が環境である観客に深

い意味を発見できない状態であるということがいえる。このような状態は、即興劇の意

味は役者が作って環境に与えるものであるという主語的論理から生じている。役者にと

って必要なのは、新しい元形、それも観客との状態により深い意味(秩序)を発見できる

ような見方を獲得することである。そしてその元形をもとに新しい筋を創り出すことが

できれば、観客は役者の演技を受け入れてくれるようになる。これは自分を包み込み、

自分自身の存在に意味を与えているものの意味を見出そうとする述語的論理につなが

る。述語的論理の立場からすると、即興劇とは役者と観客を含めた『場所』の自己創出

である捉えることができる。つまり、演劇にできる限り大きな意味与えるという目的（広

義の拘束条件）は、役者が『場所』とつじつまをあわせながら演技されることによって

達成されると考えられる」。」（清水,1993, p.106-119） 

 

 清水は、「即興劇とは役者と観客を含めた『場所』の自己創出である」と捉える。そ

して、生物が拘束条件を自己生成するというメカニズムを西田哲学における「場所」の

論理、すなわち述語的論理を使って説明したいと述べている。後に、清水はこのことを

「場所論の応用による拘束条件生成の科学的理論」としてまとめている。 

 

3.3.2 「場」と「場所」 

 これまでに述べたように、清水の前提は、生命システムの特徴を自己言及的な創出性

と捉えることにある。自己言及的な創出性とは、システムの存在に意味のある情報を、

内部知識と内的法則にもとづいて自分自身でつくりだし表現していく能動的な性質の

ことである。このようなシステムを構成する要素は、物理学的な意味での原子・分子よ
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りも複雑なものである。このような、要素のあいだの関係にたって自己の状態の表現を

自律的に生成していくことができる要素のことを、清水は「関係子」30と名づけた。そ

して、関係子を要素としたコヒーレントな関係のネットワーク構造を生命現象のモデル

として考えた。（図表 1-3-1：関係子・場・場所） 

 

 

 図表 1-3-1：関係子・場・場所（出典：清水博,1999,p.17 を参考に作成） 

  

 関係子の性質は他の関係子との関係によって変わっていくので、関係子の集合として

全体がコヒーレントな状態になるためには、関係子の状態をひとつにしぼっていく仕掛

けが必要である。それが「場所」である。「場所」は、関係子の集まり全体に対する「拘

束条件」を生成する。人間の集団を考えた場合にも、その中からどういう行動が表出し

てくるかということは「拘束条件」によってかわる。目的が明確な集団がある一定の秩

序を形成するためには、拘束条件としての「場」が必要になるのである。関係子にとっ

ては、自己にとっての「場所」と「場」が整合的である限り両者を区別することができ

ない。それは、関係子の中にも「場所」（内部場所）が存在し、それが「場所」の反映

として「場」（＝拘束条件）を生み出ているからである。生命システムは、個（関係子）

と全体（場所）を分離できない複雑な関係的システムである。生命システムにおいては、

情報をボトムアップ的に関係子システムから「場所」に向かって処理してから送るしか

けと、逆に「場所」からトップダウン的に関係子に場の情報を伝える働きが、閉じた円

環として両立するようにシステムの状態を収束させていくホロニック・ループが生成さ

れるという。（図表 1-3-2：ホロニック・ループ） 

 
30 清水は、関係子のことを「場所的個物」ともよんでいる。 

場所 

場 

場 

場 

関係子 
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 図表 1-3-2：ホロニック・ループ（出典：清水,1999a,p.172 を参考に作成） 

 

 清水は、生命的なシステムが全体としてそれを取り巻く環境と整合的な関係を作り出

すための仕掛けとして「場所」をとらえ、生命的なシステムの状態を具体的にしぼって

いく拘束条件として「場」を捉えている。つまり、「場」とは生命的システムが環境と

の関係を自律的に創出していくための枠組みすなわち場所の現実的具体的反映形態と

いうことになる。 

 

3.3.3 「場」と共創 

 生命システムは、関係子によるミクロな秩序と「場所」のマクロな秩序が相互に影響

しあいながら整合的な関係を生成する。清水は、この生命システムの特徴を、絶対多様

性を基にした生命の二領域性と創造（共創）の論理に展開していった。その内容を「場

の論理－生命の二領域性」から引用しておこう。 

 

「個物（人間や生物など）は、相互におきかえることが不可能な性質＝絶対多様性をも

っている。しかし、このような多様性は、科学的方法論においては『ばらつき』とみな

されて捨象されてしまう。科学的方法は、科学者と科学の対象物を切り離して、主客分

離とすることで誰もが共有できる客観的な事実を得ることができるのである。（中略） 

 創造には場所における意義がなくてはならない。創造は場所における歴史的創造であ

る。創造にとって必要なことは、自己が場所に対して開くということである。自己は場

所に対して非分離になることによって、同様に場所的に非分離な他者（他の個物）と非

分離になる。これを自他非分離という。言いかえれば、自己と他者とはそれぞれ独立し

ているが、場所的に非分離になることによって、自他非分離になる。この状態で出現す

るのが『一即多、多即一』の構造である。創造は、人間が無限定な場所において未来に

向かって創出する活動である。場所において未来を創出的に創りつつ掴むのである。『一

場の情報 

相互作用 

マクロ ミクロ 

システム内

に形成され

る秩序 

関係子要素 
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即多、多即一』の構造が実現されるということは、個が場所の全体を帯びてはたらいて

いるということであり、それはその創造行為をおこなう自己が意識的にせよ、無意識的

にせよ、場所全体の働きに参加して生きていなければ実現することはできない。つまり、

創造の特徴は場所的非分離なのである」（清水,1999c,p.7） 

 

 清水は、まず生命システムの特徴を絶対多様性に求める。この絶対多様性をもった自

己が場所に対して非分離になることによって、同様に場所的に非分離な他者（他の個物）

と非分離になる。このように自己と他者が非分離の関係になるためには、個は場所全体

の働きに参加していなければならない。そのことによって創造（共創）が生まれるとい

うのである。 

 さらに、清水は共創について次のように述べている。 

  

「共創的な組織では、多数の個が創造に参加する『一即多、多即一』の構造がなければ

ならない。しかし共創にも、狭義の共創と、広義の共創がある。狭義の共創とは、共創

の目的がはっきりと限定され、その組織（自己と他者）も限定され、定義されている場

合における自己と他者によって共同的になされる創造である。一方、広義の共創では、

自己と他者の関係が開かれていて暗在的である。ここでは自己と他者の間には定義され

た場所はないが、互いに場所と非分離であることから、場所を媒介にしてつながってい

る。この暗在的なつがなりによって無意識のうちに共創することで、歴史的世界が創出

されていく。狭義の共創においても、このような理が働いていなければ共創はおきない」 

（ibid,p.8） 

 

 このように、清水は共創の本質とは場所的非分離にあると考える。絶対多様性をもっ

た個物が場所的非分離になることによって、絶対多様性を持ったままで他の個物と非分

離になる。そのことが両者の共創を促進すると考えるのである。したがって、狭義の「共

創」とは「場」の共創であり、広義の「共創」とは「場」を成立させる「場所」の共創

であると考えられる。つまり、共創が行われるということは、場の共創と場所における

共創が同時に行われると解釈できる。 

 

3.3.4 生命の二領域性 

 清水は更に、絶対的多様性をもった個物の共創を行うメカニズムを次のように説明し

ている。 

まず、生命には局在的存在形態と遍在的存在形態という相互に否定しあう二つの存在

形態をとる性質があると考える。これは、一個の素粒子が局在的存在形態である『粒子』

という形態と、遍在的存在形態である『波動』という形態の存在的二重性を基本的な性

質としていることに相当する。 
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「局在的存在形態は、自己の独立性と自律性に関連し、生きものあつまりの中で自他

分離的な個別性と絶対多様性を生み出す。他方、遍在的存在形態は場所に広がって遍在

的に存在する形態であるから、場所と非分離な関係性（場所的非分離性）をもっている。

この遍在的存在形態の特徴は自己組織性の性質をもっていることである。生命の二種類

の存在形態の間には相互誘導合致という働きがある。局在的存在形態と遍在的存在形態

は互いに誘導しあって変化し、鍵と鍵穴のような整合的な関係を生成する。この働きに

よって多様性に基づく調和の創造という生命に特徴的な創出が可能になる」（清

水,1999c,p.12） 

 

次に、生命の存在的二重性を、人間における自己の二領域性として読みかえる。 

 

「生命の二領域理論からすれば、自己は二領域的構造31を持つと考えられる。一方の領

域は自己の局在的存在形態である『自己中心的自己』である。他方の領域は遍在的存在

形態である『場所的自己』である。自己と他者の共創という観点から考えると、自己と

他者はそれぞれ局在的自己（自己中心的自己）をもっているから、局在的自己が直接的

に関係をもとうとすると両者の間に否定的関係が生まれる。他方、遍在的自己は両者が

存在している場所にひろがる波のようなもので、自己と他者の間には否定的関係が存在

しない。それ以上に、これらの波は互いの波長を調節してコヒーレントな強い波を自己

組織する性質がある。これらが自己組織的に一つの波になると自己と他者の区別はつか

なくなる。つまり、このコヒーレントな状態にある遍在的自己が両者をつつむ『場』に

なる。一般に絶対否定の関係にある多様な個は、場を共有することによってのみ整合的

なひとつの統合体になることができるのである」（ibid,p.21） 

 

 このときに自己と他者の関係を遍在的自己からみると、両者は統合されて「われわれ」

という一者を形成しているが、局在的自己から見ると、両者はそれぞれ独立な人格とし

て相互に置きかえることはできない。つまり、両者は場所によってつながりながら、個

別の絶対多様性は保証されている。このような状態が共創の前提になるのである。 

 

「共通の場における『汝』と『我』には、『われわれ』という『一』と自分と他人とい

う『多』とが共存しているのである。自己と他者が局在的自己から接触し始めると、両

 
31 清水は、自己の二領域性が、人間の認識における明暗の二領域性につながることを指摘して

いる。すなわち、局在的自己による認識は場所における個物を自他分離対象として明在的に意

識する形で行われる。それに対して遍在的自己は、自他非分離的に直接経験や純粋経験の形で

身体を通して世界を経験する。このことは、組織的知識創造理論の形式知と暗黙知の存在根拠

を示唆しているといえる。 
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者は相互に否定的にならざるをえない。両者の接触を遍在的自己から始めると整合的な

結果に到達しやすい。遍在的自己は、自他非分離的な場で場所中心的に働くために局在

的自己のように互いの間に境界を設けることができない。さらに遍在的自己は常にリア

ルタイムに働くため、過去からの歴史から自由になって場所からの影響を自他非分離的

な直接経験として受け取る。このために、同じ場所である遍在的自己は自然につながり、

互いの共感的世界を生成する。それぞれの局在的自己が強く接触し始める前に、なるべ

く互いの遍在的自己の交わりを強める期間を持続させることによって、コヒーレント状

態が自己組織的に生まれれば、それぞれの遍在的自己と局在的自己の間には相互誘導合

致のはたらきがおこり、共通のコンテキストのもとで互いの歴史を形成することができ

る。場所における遍在的自己の自他非分離的状態が場であることから、言葉を換えれば

良好な場の生成と共有が整合的関係の形成の前提になる。どのような場が生成するのか

は、両者の内部状態ばかりでなく、場所の状態にも強く影響される。場所が遍在的自己

に及ぼす影響、すなわち場に及ぼす影響が場所の形成作用である」（ibid,p.22） 

 

 遍在的自己が場によってつながることによって共感的世界が生まれ、そこから局在的

自己がつながる道、すなわち共創の可能性が開けるのである。 

清水は、この二領域的自己を卵モデルを使って説明している。（図表 1-3-3：卵モデル） 

 

「局在的自己を卵の黄身、遍在的自己を卵の白身とする。黄身と白身はそれぞれ二領域

を作って存在しそれぞれ変化しているが、黄身はその周囲に白身を引き寄せようとし、

白身は逆にその中に白身を取り込もうとする。つまり両者は相互に他を誘導して互いの

隙間を埋めようとするために、白身が黄身を包み込む包摂構造ができる（相互誘導合致）。

また白身は黄身を包む場に相当する。場所の中にある自己は、殻をわって器の中にいれ

られた卵に相当する。このとき白身はその流動性（遍在性）によって器を満たし、器の

形32に変形する。器（場所の状態）が白身（場）に反映するといってもよい。これが形

成作用に相当する。他方で黄身は自己中心的にまとまって存在する性質をもっているた

め、器の影響を直接はうけない。しかし、黄身も周囲にある白身という場の状態を通し

てこの形成作用を感じ取る。ひとつの場所に多くの人々があつまっている状態は、一つ

の器の中にさまざまな卵を割って入れた状態に相当する。白身は互いにつながり、境目

がなくなるから白身のどの部分がどの卵からきたかという区別はできなくなる。これが

遍在的自己の自他非分離状態に相当する。そこでさまざまな黄身が共通の白身(場)の中

に存在することになる」（ibid,p.28～29） 

 

 
32 卵モデルでは、議論を単純化するために器（場）の弾力性には触れていないが、器の形も変

化することが想定されている。 



 46 

 

 

図表 1-3-3：卵モデル（二つの自己が接触したときの自己の二領域のはたらき） 

（出典：清水博,1999c,を参考に作成） 

 

 

生命の二領域性の要点は、場所的個物の共通世界においてのみ多様性に基づく調和の

創造が可能になるというところにある。つまり、個物の本質である絶対多様性が他の個

物と矛盾なく成立するためには、それぞれの内部世界（個別世界）以外に共通の世界、

人々が共に交わって相互の関係をつくる「場」すなわち「関係の世界」が必要であり、

その関係の世界は「場所」の作用において生成されるのである。 

その清水の理論展開の背景には、生命システムはその存在において本来的に創造的で

あるという考察がある。その考察は細胞や脳の研究から得られたものであり、生命シス

テムの本質に根ざしているものである。つまり、生命システムにおいて創造は偶然では

なく必然であり、その意味で創造がおこるところ、すなわち「場（場所）」の必然性が

生じると解釈できる。生命システムにおける「場」を考察した清水の理論は、企業を生

命システムと捉える知識創造パラダイムにおいても応用可能であると考えられる。 

 

3.4 現象学による場の解釈 

 

現象学とは、19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて哲学者の E．Husserl によって打

ち立てられた「厳密学」としての哲学である。序章でも述べたように、Husserl の問題

意識は、自然科学の台頭による客観主義や心身二元論的発想による人間理解を乗り越え

場所的領域の自己組織 

場の共有 

自己中心的自己 

場所的自己 
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るために、意識の成り立ちそのものに遡って学問の寄って立つ基盤を明らかにするとい

うものであった33。 

 

3.4.1 厳密学としての現象学 

(1)意識の志向性（山口,2002,p.39-40） 

 現象学の原点は、あらゆる意識活動は「何かを意識している」、「何かに向けられてい

る」という意味で、意識が意識である限り「何かに向かっている」という性質をもって

いる。この性質のことを、現象学では「志向性をもつ」と呼ぶ。 

 

「意識の普遍的な本質性質を共通して持つすべての体験は、「志向的体験」と呼ばれ

る。これら諸体験は、或るものについての意識である限り、その諸体験は、この或る

ものに『志向的に関係づけられている』と言われるのである。（中略）何らかの体験

は、或るものについての意識である。（中略）あらゆる体験そのものの本質のうちに

は、体験は意識であるということが含まれているばかりではなく、体験が何について

の意識であるのかということも含まれている」（括弧は著者）（Husserl,1950,渡辺

訳,p.160） 

 

意識が「何かに向けられている」という「意識の志向性」が重要なのは、意識は自覚す

るかしないかに関わらず、それを気づく前にすでに何かに向かってしまっているものだ

からである。一般的に、何かをみるという場合、われわれは自分の心が自分の外にある

何かをみると考える。このようにみるもの（主観）とみられるもの（客観）を区別する

ことを主観と客観の二元論と言うが、Husserl の意識はこのような二元論の主観の働き

を意味してはいない。 

このように、Husserl は「何かを意識してしまっている」ことを出発点に考える。こ

の意識の志向性は、何を意識しているのかという「意識内容（ノエマ）」とどのように

意識しているのかという「意識作用（ノエシス）」の相関関係として分析されるが、こ

れらは常に対になっているものであり、意識作用があって意識内容が認識されるとか、

意識内容が意識作用を引き出すというように、どちらかが優先されるでは関係ではない。 

現象学における認識の考え方は、このような意識（自覚的な意識であれ無自覚な意識で

あれ）の志向性という前提に基づいている。 

 

(2)感覚と知覚（山口,2002,p.44-50） 

 感覚と知覚の違いは、それが直接的に意識に与えられるか与えられないかということ

 
33現象学についての記述は、Husserl(1925,1931,1950,1954)、

Merleau-Ponty(1945,1948,1951,1964)以外に、山口（2002）、谷（2002）、西（2001）を参考

にした。 
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に関わる。たとえば、触覚はその触っている身体の部位、たとえば指先にそのまま感じ

ている。この直接的な感覚のことを内在的知覚という。 

 

「すべての原的に与える働きをする直観こそは、認識の正当性の源泉であるというこ

と、つまり、われわれに対し『直観』のうちで原的に（いわばその生身のありありと

した現実性において）提示されてくるすべてのものは、それが自分を与えてくるとお

りのままに、しかしまた、それがその際自分を与えてくる限界内においてのみ、端的

に受け取られねばならない」（Husserl,1950,渡辺訳,p.117） 

 

これに対して知覚は、あるモノの一瞬の見え（側面）が変化しながら一つのものの多様

な側面のまとまりとして見えている。空間的なモノの知覚はこのような射映を通して与

えられる。外にあるとされるモノの知覚のことを内在的知覚に対して外的知覚という。

感覚と知覚の関係は、内在的感覚としての感覚が、外的知覚の対象と結びついた感覚の

土台になっているということが重要である。 

感覚は、一つの対象としてとりまとめる知覚の材料になっているので、その内容の側

面に関して感覚素材と呼ばれる。知覚である色の広がりは感覚素材のまとまりであり、

感覚である痛みの持続も感覚素材の持続的なまとまりである。それぞれは区別されてお

り、そのまとまり方にも秩序がある。感覚とは、言語に表現される前の生の感覚である。

そして、この生の感覚の変化、ある特定の感覚が現れ過ぎ去ることが、時間意識を形成

する。つまり、感覚こそが時間意識の源泉なのである。 

 

(3)時間意識（ibid,p.52-90）（谷,2002,p.161-162） 

 われわれがどのようにして客観的時間という意識をもつようになるのかという「時間

意識の分析」は、現象学の中心的な主題の一つである。時間意識とは、はじめからわれ

われに与えられているわけではなく、現象学においては、直接経験（志向的体験）の現

在から構成されていくと考えられる。あるメロディが流れているとすると、ド・レ・ミ

という音のつながりはどのように聞こえてくるだろうか。まず、ドの音が聞こえてきて、

次にレの音が聞こえてくる。このレの音が聞こえてくるときに、ドの音はまだ保持され

ている。そして、ミの音はまだ聞こえていない（自覚をともなわない）がすでに予期さ

れている。このくりかえしによって一つのまとまりのあるメロディが聞こえてくる。こ

のまだ保持されていることを過去把持、すでに予期されていることを未来予持、そして

両者の間で与えられている音（感覚素材）を原印象と呼ぶ。重要なことは、この過去把

持と原印象（二つあわせて原意識という）は、「必ずしも今の意識をもっていなくても

成り立つ」ということである。つまり、自分では全く意識せずに音を聞き分けたり、モ

ノを見分けたり、触覚や知覚を感覚しているということが成り立つということである。 
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「ひとつのメロディがとくに強い触発力を及ぼすことなく流れているとする。われわ

れは他のことに携わっていて、メロディが『邪魔になるような雑音』とさえ触発され

ていないとする。そこにとくに感動的な音が響き、感覚的な快不快を強く呼び起こす

ような変化が生じたとする。そのとき、たんにこの音だけがそれ自身生き生きと触発

されるだけでなく、むしろ一度にメロディの全体がその現在野に生き生きと残ってい

る範囲で際だってくる。触発が過去把持されているものに遡及的におよび、まずもっ

て統一的に際だつように働きかけ、それと同時に、それぞれの個々のものを際立たせ、

個々の音に個別的触発を促しながら働きかけるのである」（括弧は著者）

（Husserl,1925,山口他訳,p.224） 

 

この例にように、それまで意識されていなかった音に何らかのきっかけで気づくときに

は、単独の音ではなく過去把持されている範囲でメロディとして響いてくることが指摘

されている。この自覚的な「今の意識を」もたない感覚の流れが、意識を支える無意識

の領域（受動的綜合）の入り口である。 

 一方、「先の」という将来にかかわる時間意識の形成は未来予持を起点にしている。

未来予持とは、流れる時間意識の現在に属する働きで自覚されずに、ある意味内容の意

味の枠が予期され、前もって投げかけられていることである。われわれが意識している

かしていないかに関わらず、予期（前もってある特定の意味を描いていること）なしに、

新しいという意味は生じない。新しい意味は、われわれの人生全体の経験が背景となっ

てはじめてその意味を持ちうるからである。未来予持されたものが満たされるか満たさ

れないか、例えば、ある特定の未来予持が満たされるはずなのに、満たされなければ「意

外さ」が生じる。その未来予持が満たされるか満たされないかによって、既知であるか

未知であるかでがわかる。あらたなものとは、自覚をともなわない未来予持であれ、自

覚をともなう計画や約束であれ、現実に充実されない空虚な意味の枠に対応することで

「未来」であり続けると考えられる。 

Husserl は、この過去把持－原印象－未来予持という三つの意識の働きを「生き生き

した現在」という幅をもった時間を形成する原点であると考えた。「生き生きした現在」

とは、超越論的自我の「生動性（生き生きしていること）」の現れである。これに対し、

客観的な時間の位置を前提にするのが、過去（はっきりした自覚をともなう再想起）や

未来（自覚をともなう予期）である。 

 

(4)受動的綜合（山口,2002,p.114-132） 

  現象学では、はっきり自覚して意識が働いている場合、そのような意識を能動的意識

または能動志向性と呼ぶ。一方、先に挙げたメロディの例のように、音を聞くとはなし

に聞いていたというように、自覚がなく自己意識を伴わないような意識活動のことを受
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動的意識または受動的志向性34と呼ぶ。Husserl は、この受動的志向性は、能動的志向

性にたいして、先行しておこっていること、それだけではなく、あらゆる意識活動が生

じるときには、この受動的志向性が基盤として働いていることを指摘している。 

 

「まさに原本的にそこにない他の諸側面を一緒に意識にもつという形式においてのみ、

原本的意識が可能である。（中略）見えない側面もまた実際には意識にとってなんらか

の仕方でそこにあり、ともに現在的なものとして『一緒に意識されている』からである」 

（括弧は著者）（ibid,p.16） 

 

この主観と客観に分岐する以前に働いている受動的志向性の綜合である意識の層のこ

とを受動的綜合と呼ぶ。受動的綜合においては、感覚素材は、ある対象として知覚され

る以前に自然なまとまりをつくっている。しかし、それはなんの脈絡もなくまとまって

いるわけではなく、感覚素材と過去地平35（意味連関の広がり）にいつでも満たされる

べく待機している空虚表象（満たされていない意味の枠）との間で意味の対が成立する

（対化）ということである。受動的綜合において、ある特定の意味内容がそれに類似し

た意味内容を呼び起こすことを覚起とよぶ。覚起は、何かを思い出そうとして意味を探

すことによって見つけるという能動的志向性の働きではなく、意味内容どうしが自我36

 
34 山口は、この受動的綜合の受動的（passive）という言葉は、文字通りの受身という意味より

も、むしろ、みずからおこっているという意味で自発的あるいは事発的と表現した方が適切

であると述べている(山口,2002,p.115）。荒木は、日本語における「自発」のもともとの意味

は、「自ら進んで」ということではなく、「自然発生的に」という意味であるという。「ある

結果を行為主体の主体性や責任においてかち取るというではなく、その結果がまるで果実が

いつのまにか結実しているように、無から有を生ずるように自然展開的に与えられるという

風に認識しようとする心的態度、それを自発志向の価値観、行動様式と呼ぶ。日本人は『わ

たしはそのように思う』という言い方よりは、「私にはそのように思われる」という表現を

好む。主体的に『思う』のではなく、ある思いが自然に出てくる、そういったあり方を良し

とする。それが『自発』志向の価値意識なのである」（『』は著者）（荒木,1990,p.81）。荒木

によれば、「れる・られる」で表現される受身、可能、尊敬を表す表現の起源は自発の表現

にあるという。たとえば、尊敬は（「先生は明日来られる」など）、自発（自然展開）的にな

される行為に価値を与えることで尊敬があらわされるようになった。つまり、本来「自発」

を意味する「られる」によって尊敬を表すようになる言語史的展開が見られるのである。

（ibid,p.137）。 
35 「場」という用語ではないが、現象学においては、地平（horizont）が最も「場」に近い概

念であると考えられる。地平とは、開かれた無限で無規定で普遍的なものであり、可能な体

験によって開示されるべきものである（Husserl,1931,浜渦訳,p.52）。意味が他の意味と

のつながりをもつことや時間の厚みである習慣性を担っていること、その深さを含めた「意

味連関の広がり」であるともいえる。（括弧は筆者）（山口,2002）。 
36  現象学においては、自我（エゴ）とは越論的自我である。Husserl は、自我を、同一の極と

しての自我、習慣の基体としての自我、豊かな具体性において捉えられた自我の三つに分け

る。そして、豊かな具体性において捉えられた自我のことをライプニッツにならって「モナ

ド（単子）」と呼ぶ。モナドとしての具体的な自我は、現実的潜在的な意識の生の全体を包

括している。「自我自身は、自らにとって持続的な明証のうちに存在するものであり、それ
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の意識を介在させずに結びつくことをいう。覚起が可能なのは、構成された意味が背景

意識の中で無意識と呼ばれる非生動的な形式において実際に含蓄されているからであ

る。つまり、対化が起こるのは、過去地平に眠る無数の空虚表象（非生動的な形式で含

蓄された意味）が、特定の感覚素材と対になることを目指して抗争しているからである。

このような対化が起こる際にもっとも有効な動機とは、 

 

「広義の意味での、また通常の意味での『関心』、つまり特定の情緒がもつ根源的な価

値づけ、ないし習得された価値づけとか、本能的な衝動、ないしそれより上層に属する

衝動であろう」（括弧は著者）（ibid,p.252） 

 

感じたり、考えたりする心の動きは、意識の志向性として解明される一方、「動機」と

もつとされる。動機とは、ある特定の目的をもった意志、そして、その目的を実現する

ために手段をとる意志である。この動機は、「因果関係」に対立する原理として主張さ

れる。因果関係は、自然科学で計測できる、客観的時空間の内に実在するもの相互の界

外的な関係である。それに対して、動機は物に対する精神的世界の根本原則とされる。

心の働きとしての動機は、通常、意識の高次の層に属する自覚をともなう能動的な志向

性を意味しているが、この高次の層の根底に自覚を伴わない受動的綜合や時間意識の流

れが生じていることが、深層の動機としての連合（覚起・対化）である。本能志向性（衝

動志向性37）が最も根源的な動機である。受動的綜合の領域における覚起・対化・連合

という一連の働きは非常にダイナミックな様相を呈している。このような感覚素材と衝

動的空虚表象（衝動志向性）との対化現象が絶え間ない意識の流れを条件づけていると

考えられる。 

 

(5)空間意識（ibid,p.182-203） 

 空間意識の問題には、キネステーゼ（運動感覚）が重要な働きをする。キネステーゼ

は、通常自分が自分の身体を自由に動かす時に感じる「私がうごく」という感覚のこと

である。空間意識は、自分のいる「ここ」と他人のいる「そこ」との隔たりの意識であ

る。これは自分が手を伸ばして届く距離、あるいてどのくらいの距離といった自分の身

 
ゆえ自ら自身において存在するものとして絶えず構成されるものである。（中略）これまで

は意識と対象、思うことと思われたものという志向的関係に取り組んできたので、私たちに

は現実的および可能な意識の多様を同一の対象に向かって「極に集める」ような綜合のみが

あらわれてきた。いまや第二の極に集める働き、思うことの個々の多様をすべて全体として

固有の仕方で包括する綜合であり、すなわち、意識によって活動しながら触発されるものと

して、あらゆる意識の体験のうちでいき、それらを通じてあらうる対象の極に関係している

同一の自我の綜合である」（Husserl,1931,浜渦訳,p.120-126）。 
37 衝動志向性は成人の場合は習慣として形成されている。しかし、幼児の世界では、習慣的な

衝動志向性はできあがっていないので、周囲世界と本能の間の対化現象によって、本能が覚

醒し、それが習慣となる衝動志向性の形成を準備する（山口,2002）。 
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体の動きに伴うキネステーゼを通して形成される。このような成人のキネステーゼは、

自我の自覚を伴う意識作用なので、能動的志向性である。 

一方、乳幼児の場合の身体の動きはほとんど本能的なキネステーゼ（本能志向性）で

ある。乳幼児はこの本能的なキネステーゼを通して、自分と他人の区別をつけていく（身

体の自己中心化）。自他の区別というのははじめから備わっているのではない。自他の

区別は、母親の声と自分の声の区別からはじまるという。「自分」の声はキネステーゼ

を感じるが、母親が同じような声で真似をしてもその声にはキネステーゼを感じない。

つまり、ある感覚素材が与えられているのにそれが満たされない。すなわち、声だけ聞

こえてキネステーゼは充実されない（ゼロのキネステーゼをもつ）ということになる。

これを繰り返すことによって、キネステーゼを伴わない「自分の」身体に属するもので

はないということが直観できるようになるのである。このように乳幼児の身体性の形成

をテーマにした現象学を発生的現象学という。 

 

(5)間主観性・間身体性（Husserl,1931,浜渦訳,p.161-263）(山口,2002,p.210-251)  

  他人の痛みをどうしたら自分の痛みとして感じられるのか。他者の意識に直接与えら

れている意識作用と意識内容は間接的にしか感じられないのではないか。この問題は、

人間がお互いにとってそれぞれ独立した意識活動を担う主体ないし、主観であることを

根拠づけるという意味で、間主観性の問題といわれる。発生的現象学で明らかにされた

ように、乳幼児では自他の区別がつかない状態から、キネステーゼを通じて自他が分離

されてくるということが示された。このことは、乳幼児が自分の身体と他人の身体の区

別に遭遇するときこそ、「直接性と間接性」の区別が生じてくる瞬間であることを意味

している。乳幼児は、自他の身体の区別が形成され、「宇宙大の身体」38だった自分の

身体が、自分の身体のここ（中心）を獲得しはじめる。このことを「身体の自己中心化」

という。他者経験とは、生き生きした現在において、自我の作用なしに、すでに受動的

綜合を通して生命体と周囲世界（生活世界）との間に、身体性を介して原交通というコ

ミュニケーションが生じているということである。 

 

「自己や他人というものが絶対的に自己意識的なものであって、両者は絶対的独自性

を主張しあうものだと初めから過程しては他者知覚を説明することはできない。反対

に、幼児がまだ自分自身と他人との区別を知らない状態の時でさえ、すでに精神の発

生が始まっているのだと仮定すれば他者知覚も理解できる。自己と他人との区別がな

いとすれば、幼児が本当の意味で他人と交通（コミュニケーション）しているとはい

 
38 Merleau-Ponty は、生後３ヶ月ぐらいの乳幼児の場合、一人が泣き始めると次々に泣き出す

現象（伝染泣き）は、乳幼児が他者の身体と自己の身体の区別がついていない例であるとす

る。この伝染泣きは、自己と他者の身体の区別がついてくるとなくなる現象である

（Merleau-Ponty,1951,滝沢他訳,p.55）。 
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えない。なぜなら、本当の交通が存在するためには、交わっていく人とその相手の人

とが、きちんと区別されていなければならないからである。それにしても、最初は、

他人の志向がいわば私の身体を通して働き、また私の志向が他人の身体を通して活動

するといった『前交通』（precommunication）の状態があるに違いない。（中略）『前

交通』の状態にあるのは、個人と個人との対立ではなく、匿名の集合であり、未分化

な集団生活である。次に、こうした最初の共同性を基盤にして、一方では自分自身の

身体を客観化し、他方では他人を自分とは違うものとして構成するというふうにして、

個人個人が分離され区別される段階がくる」（『』は著者）（Merleau-Ponty,1951,滝沢

他訳,p.45-46）。 

 

ここで重要なことは、乳幼児のように自他の区別のない匿名的身体性は、自他の身体の

区別がそこから発生する基盤として、また成人の日常生活でも、意識の表面には現れな

いが、この受動的綜合の層が常に働いているということである39。日常生活に生きるわ

れわれは、この受動的志向性による下層（受動的綜合の領域）と能動的志向性による上

層（能動的志向の領域）の二重の構造をもつ身体と自我を同時に生きている。つまり、

自他の区別のない宇宙的広がりをもつ身体とその匿名的な自我の層と、自他の区別をつ

けている身体と意識できる自我の層を同時に生きているのである。他者の痛みを自分の

痛みを感じられるのは、知覚の根底に自他の身体性の未分化な匿名的間身体性が働いて

おり、それが悲しみや喜びに自分を巻き込んでいるからである。この自他の区別が起こ

る以前の匿名的身体性を根源にもつということを、自他の等根源性という。われわれは

この等根源性において他者を経験することができるのである。 

 

「私が彼のことを了解しつつ、彼に固有なものの地平のうちに深く入り込むなら、彼

の物的身体が私の知覚の場にあるように、私の身体も彼の知覚の場にあり、私が彼を

私の他者として経験するように、彼は一般に私を直ちに彼にとっての他者として経験

するということ。同様にまた、多くの人たちはまた互いに対して他者として経験され、

さらに私がその都度の他者を経験することができるのは、単に他者としてだけでなく、

自ら再び彼の他者に関係している者としてであり（中略）、無数の空間のうちに分散

している人間たちを可能な相互的共同性の主体として自らのうちに包摂するものと

なるだろう。超越的な具体性をもったこの共同性には、開かれたモナドたちの共同性

が対応している。これを超越論的な間主観性と呼ぶことにする」（Husserl,1931,浜渦

 
39成人の場合の「自我の作用なしに、すでに受動的綜合を通して生命体と周囲世界（生活世界）

との間に、身体性を介して原交通というコミュニケーションが生じている」例としては、「も

らい泣き」や「あくび」、映画などを見ているときに感じる「臨場感」などが挙げられる。そ

の「場」の雰囲気を感じるとることも、このような「身体性を介して原交通というコミュニケ

ーション」の例であると考えられる。 



 54 

訳,p.230-234） 

 

 現象学の観点、特に能動的綜合と受動的綜合の関係、さらにはその関係に基づいた間

主観性・間身体性の分析から、われわれは「場」を理解するいくつかの手がかりを得る

ことができる。一つは、「日常生活に生きるわれわれは、この受動的志向性による下層

（受動的綜合の領域）と能動的志向性による上層（能動的志向の領域）の二重の構造を

もつ身体と自我を同時に生きている」ということ。もう一つは、「生き生きした現在に

おいて、自我の作用なしに、すでに受動的綜合を通して生命体と周囲世界（生活世界）

との間に、身体性を介して原交通というコミュニケーションが生じて」おり、そのこと

が、我々が他者を理解できる間主観性・間身体性の基盤になっていることである。受動

的綜合の層とは、いわば暗黙知の領域である。言語化可能で自我（能動的志向性）の働

いている能動的綜合の層と同時に、言語化困難で自我（能動的志向性）の働きの届かな

い受動的綜合の層を誰もが合わせ持ち、周辺世界を間主観的・間身体的に形成している

ことが、われわれが場を共有できる根拠であると考えられる。 

 

3.4.2 生活世界論 

Husserl が厳密学としての哲学はじめたのは、「経験主義」や「実証主義」を前面に

打ち出した自然科学が隆盛を極める一方、しだいに（直接に経験・直観される）「現実

性」を離れて、（思考される）可能性の領域だけで議論されるようになっていったから

であった。Husserl は、もともと自然科学という学問も「情感に満ちた私たちの日常世

界（生活世界）」（山口,2002）を基盤にしていたにもかかわらず、そのような自らの起

源を忘れ去っていると指摘する。現実は直接に経験される。したがって、現実を求める

ということは直接経験に立ち戻ることである。「事象そのものへ」とは、直接経験にお

いて直観される世界、すなわち生活世界への回帰であった。このような問題意識から、

Husserl は、『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』（以下『危機書』、1954）の中

で、生活世界の中で隠れて働いている「生活世界の規則性」について探求することを宣

言した。 

 

「生活世界は、当然われわれすべてに予め与えられている。すなわち、われわれの仲

間という地平のうちに生きている人間としてのわれわれ、他人とのさまざまな現実的

結合のうちにある人間としてのわれわれに、共同の『この』世界という形で、世界は

あらかじめ与えられているのである。この世界は、恒常的に妥当している基盤であっ

て、われわれが実践的人間であろうと、あるいは研究者としてであろうと、文句なく

要求している自明性のつねに用意されてある源泉なのである。」（括弧は著者）

（Husserl,1954,細谷他訳,p.219） 
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「客観的－論理的理論も、人間の理論的実践としては単に主観的－相対的でしかない

ものに属していると同時に、また主観的－相対的なもののうちにその前提を、すなわ

ちその明証性の根源をもたねばならない。（中略）客観的－論理に従う学問の問題を

解明するためには、第一に具体的な生活世界が考察されねばならない。しかも、生活

世界が減じる的に、およびその地平のうちに、人間によってその共同生活の世界のた

めに獲得された妥当性の基盤をすべてふくみ、その基盤全体を、抽象的に取り出され

るべき世界核心に究極的に関係させているその真に具体的な普遍性において、それは

考察されねばならない。」（Husserl,1954,細谷他訳,p.237-238） 

 

Husserl は、生活世界には実践知が生じており、その実践知が理論知の土台になってい

ると考えた。科学的な立場からすると主観的で相対的な生活世界は、数学化と理念化に

よって克服されるべきものであったが、Husserl にとっては、この主観性と相対的な生

活世界は、それ独自の明証性をもっていて、この明証性は客観的学問の明証性よりもよ

り根源的な明証性をそなえている根源的な明証性の領域であった。 

受動的綜合が能動的綜合を基礎づけるということは現象学の基本原理であるが、生活

世界が客観的学問の世界を基礎づけるのも同じ原理である。しかし、このことは、生活

世界が最後の基盤であるとか、それから先に立ち返るようなことを知らないような最終

的な根拠なのではなく、それ自体も人間の主観性によって構成されていることを理解す

ることが重要である。Husserl は、自然科学の研究と客観性が、自然科学者が属する（相

互主観性を前提にした）研究者の共同体（共同の経験界）にその基盤をもつことを哲学

的に解明したのである40。 

Husserl 現象学は Schutz によって現象学的社会学（Schutz,1970）として社会関係

論や社会構造論に応用され、更に社会的相互作用やコミュニケーションの問題として発

展した。このような方向性によって社会科学にも新しい領域が開かれたことは確かであ

るが、「生活世界」を狭い意味での日常世界に限定してしまう傾向があったことも事実

である。それゆえ、Husserl が意図した意味での「生活世界」すなわち「根源的な意味

形成の場所」という観点から理論が掘り下げられることはなかった。本質的な意味で「生

活世界」という問題提起が深く考察されたのは、Heidegger の存在論41や西田の場所論

においてである42。 

 
40 Husserl は、Einstein が Michelson＝Motley の実験（エーテルの存在を否定した）などを利

用して相対性理論を確立したことを例にあげ「Michelson が共同の生活世界のなかで生き生き

と活動し、成果をあげつつ存在しているということは、Michelson の実験に関して Einstein

がおこなった客観的科学の立場からする問題提起、企図、作業などのすべてにとっていつもす

でに前提となっているのである」（Husserl,1995,細谷他訳,p.226）と述べている。 
41 Heidegger(1927)、木田（2000）などを参照のこと。 
42 組織研究において、生活世界と実存論・場所論を結びつけた理論展開として Scharmer（2000）

がある。 
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3.4.3 Merleau-Ponty の身体論 

Husserl の受動的綜合における身体という問題を、さらに発展させたのはフランスの

哲学者 M. Merleau-Ponty43である。Husserl は、生活世界論を展開するなかで、人間

が世界に対する主観であると同時に世界のうちにある客観であることを「人間的主観性

の逆説」として述べている。 

 

「あらゆる客観性、すなわちおよそ存在するあらゆるものがそこに解消される普遍的

相互主観性が人間以外のなにものでもないことは明らかであるし、この人間は疑いも

なく、それ自体世界の部分的要素である。世界の部分的要素である人間的主観性が、

いかにして全世界を構成することになるのか。（中略）相互に能作しつつある主観そ

のものが、単に全体的能作の部分的形成体であってよいのだろうか。そうなれば、世

界の構成部分である主観がいわば全世界を飲み込むことになろうし、それとともに自

己自身をものみこむことになってしまう。なんという背理であろうか。」（Husserl、

細谷他訳、1995 p.328） 

 

Husserl が、世界を構成する超越論的自我が、同時に世界によって構成されているこ

とを「背理」と呼んだが、Merleau-Ponty はそれを人間存在の両義性(二重性)として積

極的に位置づける。現象学では人間存在の両義的性格のことを「世界内存在」と表現す

るが、このことは、世界に志向的・構成的に関わっていく超越論的能力と、人間が世界

に内在するという事実性を意味している。人間が世界に内在するのは身体を通してであ

る。身体は、世界を構成するものでありながら、それ自身が世界の構成部分であるよう

な両義的主観性という特質をもつ。身体を主観として立てるとき、それは高次の精神的

活動というよりも、知覚という基礎的な次元の活動の主体である（長滝,1999）。このよ

うな身体の二重性とは、世界を対象化する能力（自他の区別）と、もう一つは世界内存

在として世界と直に接触する能力を同時に合わせもち、またそれらが同時に働いている

ということでもある。このことは、身体自体が「物性」（対象化されるもの）と「超越

的主観性」（対象化するもの）の二重的な存在 44であることでもある。一方、

 
43 Merleau-Ponty についての記述は、Merleau-Ponty(1945,1948,1951,1964)以外に、長滝

(1999)、鷲田（1997）を参考にした。 
44 このような身体の二重性は、ゲシュタルト心理学では「図と地」の二重性であると考えられ

る。まとまって現れている形態（ゲシュタルト）が図であり、背景になるのが地である。こ

の図と地は相互に入れ替わる（ゲシュタルト変換）ことが可能である。心身の二重性はこの

ような図と地の関係として捉えることも可能である。しかし、このような図と地の二重性は、

変換する心の問題と物の問題が分離されたままになる可能性がある。このようなゲシュタル

ト（およびその変換）そのものが成り立つ基盤に遡って考えるのが後期の現象学（発生的現

象学）である（山口,2002,p.196-198）。 
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Merleau-Ponty は空間について次のように述べている。 

 

「空間はそのなかに諸物が配置される（実在的もしくは論理的な）場（setting）で

はなく、それによって諸物の措定が可能となるところの媒介である。すなわち、われ

われは空間を諸物の浸る一種のエーテルと想像したり、あるいは抽象的に諸物に共通

の特徴と考えたりするのではなく、諸物を結びつける一般的な能力と考えなくてはな

らない」（Merleau-Ponty, 1945,細谷他訳,p.398） 

 

「いかなる感覚も空間的であるということは、対象としての性質が空間のなかでしか

思惟されないからではなく、感覚は存在との原初的な触れあいとして、感覚的なもの

との共存として、それ自身、共存の場をつまり空間を構成するからである」（ibid, 

p.363） 

 

このように、Merleau-Ponty は空間（space）を媒介（能力）と捉え、空間を構成す

るのは感覚であるとする。そして感覚が発揮されるのは身体に於いてであることを突き

止めて、「知覚とは身体である」と述べた。このことは、われわれの知覚が身体に依存

している、より正確にいえば、身体が知覚しているということを意味する45。身体が知

覚するのは身体的空間（bodily space）に於いてである。このように、空間性を身体と

の関係において捉える Merleau-Ponty の視点は、場と身体性とが密接な関係があるこ

とを示唆する。『知覚の現象学』における身体と空間(space)に関する記述は全体の約半

分を占める。 

 

「私の身体の輪郭は、通常の空間的諸関係が超えることができない一つの境界をなし

ている。というのも、身体の諸部分は独自な仕方で相互に関係しあっているからであ

る。身体の諸部分は相互のうちに包み込まれている。（中略）私は身体を部分に分か

たれない姿で所有するのであり、私の肢体のそれぞれの位置をそれらのすべてを包含

する身体像によって知るのである」（Merleau-Ponty, 1945,細谷他訳,p.176） 

 

「私の身体が私に現れるのは現実的な、もしくはある仕事をめざす姿勢としてである

ということである。そして実際、その空間性は、外的対象や『空間的感覚』のそれの

ように位置の空間性ではなく、状況の空間性である。」（ibid, p.179） 

 

 
45 Varela は、晩年の著作である『Embodied mind』（1991）において、認知科学と仏教思想を

結びつけ、「認知には身体としてあることの歴史以外には今日局的な基盤も根拠もないとする、

エナクティブ（行動化）な見方の哲学/経験上の意義を考察し、先ずこのような意味合いが客

観主義や基礎づけのコンテクストに定位される」（ibid,p.19）と述べている。 
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「身体的空間46が外的空間から自己を区別し、その諸部分を繰り広げるかわりに包み

込むことができるのも、それを背景としてその前にはじめて明確な存在、図や点が現

れることが出来る非存在の地帯であるからである。身体が一つの「形態」であること

ができるのは、（中略）身体がその課題を極としてその方向に向いており、それに向

かって実存し、目標に到達するためにおのれの上に身を縮めているからである。」

（ibid, p.180） 

 

「身体像とは私の身体が世界においてあることを言い表す一つの仕方である。空間性

に関していうと、自己の身体とは、図と地という構造のいつも言外に了解されている、

第三の項である。そしていっさいの図は、外的空間と身体的空間という二重の地平の

上に姿を現すのである。」（ibid, p.180） 

 

「意識は文化的な世界の中に自己をなげかけ、さまざまな習慣的な型をもつのと同様

に、それはまた物理的世界のなかに自己をなげかけ身体をもつ。（中略）体験された

すべての形態は、ある一般性に、それがわれわれの習慣的な型の一般化であろうと、

「身体的機能」のそれであろうと、かくある一般性に向かう傾向をもっている。」（ibid, 

p.235）  

 

「われわれの身体は空間のなかにあるとも、また時間のなかにあるとも言ってはなら

ない。身体は空間と時間にすむ。（中略）身体は必然的に『ここ』にあるのと同様、

必然的に『今』実存している。」（ibid, p.236） 

 

「私が身体をもち、身体を通して世界のなかで行動するかぎり、空間と時間は私にと

って並置された諸点の総和ではないし、また私の意識がその総合をおこない、私の身

体さえもそこにひきいれてしまうところの、無数の関数ではない。私は空間、時間の

なかにあるのではない。わたしは空間と時間に臨んでいるのであり、私の身体はそれ

らに自分を押し当て、それらを包み開く。」（ibid, p.238） 

 

「私が住む空間・時間はいずれもつねに他の諸点を含むはかりしれない地平をもって

いる。時間の総合も空間の総合もたえず更新されなくてはならない。われわれの身体

のなす運動経験は、『実践知』ともいうべき世界と対象に近づく一つの仕方をわれわ

れに提供している。私の身体はその世界をもち了解しているわけであるが、そのため

に『表象』を通過しなくてはならないというわけではなく、また『象徴機能』や『客

 
46 Merleau-Ponty のいう身体的空間（bodily space）とは、物質的身体の空間性だけでなく、外

部世界とつながり拡張された身体のという意味であると考えられる。 
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観化機能』に従属するわけでもない。」（ibid, p.239） 

 

Merleau-Ponty は、われわれが、（客観的存在として）世界にいるのではなく、身体

において（身体を媒介として）世界に臨んでいることを指摘する。世界内存在とはこの

ような身体と世界との関係を意味している。臨んでいるというのは、身体がその運動能

力や運動感覚の直接的な経験において、根源的に世界に対して志向していることである。

身体のこのような志向性は、Husserl において検討された本能的・衝動志向性に対応す

る。つまり、身体の世界への根源的志向性は、意識されずに常に志向されている受動的

綜合の領域に由来しているのである。さらに、Merleau-Ponty は、運動能力と習慣の

結びつきについても述べている。 

 

「身体像の修正ならびに更新としての習慣の習得は、ある形態の状況に対してある型

の解決によってこたえるという能力を獲得するのである。さまざまな場合にあって相

互に類似しているのは、それらを作る要素の部分的な同一性によるよりも、遙かにそ

れらの意味の共通性によるからである。」（ibid, p.242） 

 

「習慣とは、われわれの世界への存在を傍聴させるわれわれの能力、あるいは新しい

器具をおのれに添加することによって実存を変えるわれわれの能力の表現である。」

（ibid, p.244） 

 

「習慣というものは、思惟や客観的な身体に宿るのではなく、世界の媒介者としての

身体に宿る。」（ibid, p.246） 

 

「経験は、客観的空間の下にある原初的な空間性を顕わにする。この空間性は、身体

の存在そのものと区別されえぬものであり、客観的空間は単にその外皮にすぎない。

身体であることは、ある世界に結びつけられていることであり、われわれの身体は最

初から空間の中にあるのではなく、空間に臨んでいる。」 

（ibid, p.251） 

 

 

「私の感官とはまさに世界についてのこの習慣的な知であり、暗黙の知識ないし沈殿

した知識である。（中略）感覚作用の原初的な層においては、私は主体の統一と物の

相互感官的統一とを生きるのであって、反省的分析や科学がするように、これらの統

一を思惟しているのではない」（ibid, p.390） 

 

われわれが世界を知覚するのは、運動能力や運動感覚による世界への働きかけによっ
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てである。習慣とは身体的なもので、暗黙的な実践知でもある47。習慣化とは、身体像

の修正ならびに更新であり、ある形態の状況に対してある型の解決によってこたえると

いう能力を獲得することである。このような Merleau-Ponty の空間と身体に関する考

察は、場における身体ならびに場における習慣化された行為の理解に役立つと考えられ

る。 

 

3.4.5 我－汝(I-Thou)関係 

 他者との出会い（間主観性・間身体性）に関して、山口は対話哲学の Buber（1923）

のいう我－汝関係を問題にする。幼児期の自他の区別がつかない状態（幼児期の我－汝

関係）がやぶれ、身体の自己中心化を通して我の意識が育っていくと、それが形成され

てからは、すべての行動が、我－それ(I-It)関係として、つまり「主観と客観」に分化

した後の主観として経験されることになる。ここでいう「それ」とは、「知覚されるも

の（対象）」や「判断の対象」、「想像の対象」など、Husserl のいう「意識内容（ノエ

マ）」に相応する。客観性において対象化されたものは、すべて我－それ(I-It)関係にお

ける「それ」になる。Buber によれば、人は汝(Thou)に向かうことによって、その人の

集一性が実現する。そしてこの汝は、「他者」にかぎらず、自然であったり精神的存在

（神）であったりする。この汝に向かって関係が成立しているときに、その人は、自分

の全体をかけた集中が可能になる48。Buber によれば、この我－汝関係が実現するとき

こそ、人間は本当の他の人、すなわち汝に出会い、それと同時に本当の自分が実現する

という。我―汝関係とは、具体的な身体をそなえた人間同士が、各自の本来の自分を見

いだす出会いである。Buber の我－汝関係という考え方は、東洋哲学でいう「心身一如」

や西田哲学における「自他未分の純粋経験」（絶対無の場所に於ける自己）に関係が深

いと考えられる。「我－それ(I-It)関係」、「我―汝関係」という二つの自他関係は、場の

機能を理解する上で、また場の質をはかる上で重要な指標になると思われる。 

 

 
47 Merleau-Ponty は、身体的習慣の重要性を主張する一方で、われわれがデカルト的伝統によ

って対象からわれわれ自身を引き離す習慣がついていることも指摘する。そして、われわれ

は身体によって世界に臨んでおり、身体でもって世界を知覚する以上、現れるがままの世界

の経験を再び目覚めさせなくてはならないと主張する。 
48 このような自己超越的な体験を、Csikszentmihalyi(1975)はフロー体験と名づけている。

Csikszentmihalyi は、チェス、ロッククライミング、外科手術などにおいてフロー体験の実

例を挙げている他、内発的報酬（行為への挑戦の機会の楽しさと困難を克服してなしとげた

達成感）を生む他のすべての刺激、例えば、ゲーム、芸術活動、科学的な創造、宗教儀式、

エクスタシーなども、組織化された行為への挑戦の機会、限定された刺激領域、明瞭な目標

やフードバック、活動を支援する機会、そして自我の超越感をもたらすことでフロー体験で

あるとしている。先に挙げた Herrigel（1948）の弓道における禅の体験も、このような体験

と同種のものであると考えられよう。 
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3.4.6  現象学的地理学における場（place） 

 地理学に現象学的観点を取り入れて、場所（place）49について考察を行ったのは、

Relph(1975)である。Relph は、地理学が主に客観的な物体である地理的リアリティと

満たされるのをまつ空白部である地理的空間とに関する知識分野であると見なされる

ことに対し、地理的リアリティは誰かがいる場所（place）として、または思い出の対

象になるような場所や景観として認識すべきであり、位置や地域や地形といった形式的

な概念はそれらに付随するものであるとする（Relph,1975,高野他訳,p.34)。 

 Relph は、空間を実用的（原初的）空間、知覚空間、実存空間（生きられた空間）、

建築空間（計画空間）、認識的空間、抽象的空間に分けて考え、それぞれを場所（place）

と結びつけて考えている。実用的空間とは、日常的な空間のことであり、本能的な行動

と無意識的活動の範囲である。知覚空間とは、各個人が知覚し直面する自己中心的空間

で、経験と意識から切り離せず、内容と意味をもつ。実存空間とは、相互主観的に構成

される、ある文化集団の構成員としてわれわれが世界を具体的に経験するなかで明らか

になるような空間の内部構造のことである。建築空間（計画空間）、認識的空間、抽象

的空間は、経験の対象というよりは、論理的に把握される空間のことである。Relph は、

場は空間と結びついており、空間が関連しあうのと同じように、場所もまた相互関連し

あった意味の複合体であるとする。場所はどんな状況でも変わらない単純で画一的な経

験の現象ではなく、人間の経験と意志の多様さと同じくらい広く微妙で意味の幅をもっ

ている（ibid,p.41-80)。 

 Relph にとって、場所とは行動と意図の中心であり、すべての人間の意識と体験の意

志的構造に組み込まれている。場所は、意志の対象にされた物体や出来事にとっての文

脈ないし背景であり、またそれ自体が意志の対象にもなりうる。われわれが、場所とし

て識別する生きられた世界のそうした側面は、われわれの意志や姿勢、目的、そして体

験の集中によって生ずるために多様に分化おり、それらは周辺空間の一部でありながら

もそこから切り離されて場所になる。場所は世界体験を秩序づけるための基本的な要素

なのである（ibid,p.112-114)。 

 

第 4節 経営学における最近の場をめぐる言説 

 

日本の経営学において「場」の概念が取り上げられるようになったのは、主に 1990

 
49 Ralph は、意義ある場所をなくした環境と場所をもつ意味を認めない潜在的姿勢のことを没

場所性（placelessness）とよび、場所と対比させて議論している。没場所性は、「根元（ルー

ツ）」を断ち、シンボルをむしばみ、多様性を均質性に、経験的秩序を概念的秩序におきかえ、

場所の根源的なレベルにまで達する。Relph は、テクニークによって場所は互換性のある物

体の位置として扱うことが可能になり、世界中の多様で意味のある場所が由来もしれない空

間と交換可能な環境に置き換えられてしまうことに、没場所性という表現によって懸念を示

している。 
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年以降である。その背景には、社会科学全般において、デカルト以来科学的な思考法と

して定着した「主客分離」による二分法という認識のあり方が批判的に検討されるよう

になったことが挙げられよう。比較的新しい学問分野である社会科学では、社会現象を

“科学的”に分析することで数学や物理学のような法則化を目指して発展してきた。こ

のことは、Lewin が心理学に場の概念を導入したときの問題意識からみても明らかであ

る。実験主義、データ主義、客観主義といった科学の方法論は、社会科学の分野でも十

分に応用され大きな成果をあげてきた。しかし、普遍的で一般的な現象を客観的に認識

することが科学であるとする発想は、裏を返せば、特殊で個別的で主観的な現象を科学

の対象外とする発想でもあった。しかし現実の世界は、二分法による発想では理解でき

ないような主客の混在した事柄や現象で溢れている50。 

組織研究においても、Simon のように認知限界をもつ人間という人間観に基づいて

組織を情報処理機械とみる組織観では、企業がなぜ知識を創造できるのかという問題に

は答えられない。そこには、知識を創造できる人間という人間観に基づいて、知識を創

造し続ける生命的有機体（生命システム）として組織をみる新たな組織観が必要であろ

う。このように、経営学において「場」の概念が注目されるようになったのも、社会科

学を支えていた大きなパラダイムが過渡期を迎えていることを示唆している。 

経営学において、場という概念がどのように理解され、またどのように応用されよう

としているか、伊丹（1999,2000）山下(1990,2000)、西口(1997,2000)、野中(1997,2002a)

の言説について具体的にみていこう。 

 伊丹は、『場のマネジメント』の中で、「場」を情報的相互作用が密度高くまた継続し

て行われるための状況の枠組み51として捉えられている。伊丹によれば、日本の経営者

がよく口にする「場」に関する表現は、指示・命令・報告型のマネジメントとは違う日

本的な場のマネジメントを示唆しているという。（伊丹,1992）伊丹によれば、場の基本

要素は(1)アジェンダ（何に関する情報か）(2)解釈コード（その情報はどう解釈すべき

か）(3)情報のキャリア（情報を伝える媒体）、(4)連帯欲求の４つであるまた、伊丹は、

｢場｣という概念の利点を３つ挙げている。第 1 に「場」の中では個人の自律と全体の統

合が可能になること、第 2 に「場」においては情報秩序と心理的エネルギーの両方を供

給できること、第 3 に、予測不可能な事態に対しても「場」が自発的なグループを創発

して対処しうることである。このような「場」の特徴は、経営組織の中の経営現象を説

明するだけではなく、さまざまな秩序形成と情報集積のプロセスを説明する広がりをも

 
50 主客の混在というのは、排中律が成り立たない世界である。形式論理学における排中律とは、

Ａでないものは、非Ａでなければならないということを意味する。つまり、Ａ＝非Ａであっ

たり、ＡがＢであったりしてはいけないのである。しかし、西田哲学では、一即多であり多

即一である。現実にはこのような現象はよく起こる。 
51 伊丹（2000）では、場とは人々が参加し、意識・無意識のうちに相互に観察をし、コミュニ

ケーションを行い、相互に理解し、相互に働きかけあい、共通の体験をするその「状況の枠組

み」＝相互作用の「いれもの」であると再定義している（伊丹,2000 p.5）。 
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っている。 

山下（1990）は、秋葉原に電気店が密集していることに注目し、｢場｣の概念を用い

て考察を行っている。山下によれば、秋葉原電気街の価格決定メカニズムは、メーカー

や小売店といった個々の経済主体が決定しているのではなく、「場」と｢場｣の相互作用

の全体として、結果的に価格に秩序がもたらされているという。そして、「唯一の価格

は存在しないし、唯一、価格を決める主体は存在しない」という（山下 1990,p.241）。

山下は場を「そこに参加する個々の主体間の相互作用を促し、その相互作用を共通なマ

クロのコンテキストにおいて成立する方に導く状況、あるいは状況設定のことである」

（山下,2000,p.5）と定義し、「自己とは情報をつかさどる意識と物理的身体との相互確

認によって認識される総体的な存在であり、自己の於いてある場とは意味空間と物理的

空間とが相互規定しあうことによって定まる領域」であると述べている52。 

西口(2000)は、アイシン精機の火災の際にトヨタとそのサプライヤーが、どのように

協調して事態を克服したかという事例研究において、場の自己組織化現象を指摘してい

る。西口によれば、「場とは物理的組織的な諸条件のもとに限られたメンバーが相互作

用をするときに共通して認識される関係性のプラットフォーム」（ibid, p.97）である。

そこでは、定点的な結果情報よりも力動的な過程情報がリアルタイムで共有され、常に

メンバー間の関係性とその意味づけを再編していく。つまり、場が生成され場の境界が

常に再定義されていくプロセスを自己組織的であるとみる。 

西口は「場への学際的接近」（1997）において、「場」の理論に関連する概念やモデ

ルとして、複雑系応用工学におけるホメオカオスの概念や、知的マルチエージェント・

モデルやネットベース協調制御モデルなどを取り上げている。 

ホメオカオスとは、要素間の振動が完全にばらけているわけでもなく、しかしそろっ

ているわけでもない状態（カオス的遍歴）で、要素間の振動の引き込みと非同期化をう

まくバランスさせて弱い不安定状態が実現している現象をいう。ホメオカオスの特徴は、

静的恒常性（ホメオスタシス）とは対照的にダイナミカルな動的安定性を示すことにあ

る。知的マルチエージェント・モデルやネットベース協調制御モデルの共通点は、予測

不可能な環境変化に対応できる創発システムの設計原理として、中央制御ではなく自律

個としての構成要素間の自己言及性を根幹に据えているところにある。これらの考え方

は生物システムをモデルにしている。生物は予測しえない環境の中でも、システムと環

境の不可分な関係としての場を自己生成することにより、システム自身のあり方を自己

規定し、自己変革していく。先のトヨタグループの自己組織化の例は、このような生命

システムの自己変革の様子を具体的に示している。 

 以上のような考察から、西口は「自然科学における『場』に関する豊富な知見は、制

 
52 山下は、アジェンダ（主題）、メンバーシップ（主体）、物理的空間の３つの要素が相互に規

定しあって場の境界が決まることを指摘している。また、場の共有には情報キャリアと解釈コ

ードが必要であることも述べている（山下,2000 p.126-132）。 
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度疲労を起こしている今日の企業組織にとって重要な示唆を与える」と述べている。同

時に、これらの知見を今後の組織研究に応用していく場合の留意として次のような指摘

を行っている。すなわち、自然科学において発展してきた場に関する知見は、システム

内外から来るゆらぎの大きさに対応する能力が、システム自体の創造性・生命力・学習

力・環境適応力を定義づけるということから、伸縮自在で活力のある企業組織内や組織

間関係の構築に参考になる。しかし、従来の組織論で場の概念が定着しなかったのは、

概念体系の不整備だけでなく、オペレーショナリゼーション（操作化）の欠如があった

からである。西口は、「組織論における場の理論は、『場の外貌』を記述するために欠か

せないシステマティックな諸指標とその測定方法を確立することによって存在理由を

客観的に示す必要がある」（『』は著者）と述べている。つまり、場の概念の有効性は認

めるものの、概念体系においても操作化においても使用できる域に達していないことを

指摘する。   

伊丹・山下による「場」の理論の展開と、西口の「場」の概念を社会科学に応用する

際の問題点の指摘は、現在の社会科学の置かれている状況を反映していると思われる。

つまり、これまで蓄積されてきた研究の成果からは説明できないような現象を説明する

ための新しい概念として「場」に注目するものの、普遍的で一般化が可能な現象を客観

的に分析する「科学」であることが組織論においても強く求められるため、「場」とい

う概念を積極的に位置づけられない状態にあると考えられる。 

 最後に、野中（19956,1997,2002a）の言説を取り上げる。 

 野中らは、組織において知識の生成をともなう諸活動のすべてを組織的知識創造プロ

セスと捉え、このような組織的知識創造プロセスこそ企業の本質であるという「知識創

造パラダイム」を提唱した。組織的知識創造活動において「場」とは知識創造がなされ

るところ＝知識創造の基盤であるとされている。しかし、なぜ組織的知識創造理論にお

いて「場」の概念が導入されたのであろうか。そのことについて考察しておきたい。 

組織的知識創造理論の中心概念は、知識を暗黙知と形式知（polanyi,1966）の二つの

タイプに分け、両者の相互作用によって知識が個人のレベルから組織のレベルへダイナ

ミックに創造されていく知識創造プロセスにある。そのプロセスは、共同化（暗黙知か

ら暗黙知へ）、表出化（暗黙知から形式知へ）、連結化（形式知から形式知へ）、内面化

（形式知から暗黙知へ）という４つの変換モードによって記述され、それぞれの変換モ

ードが知識創造プロセス全体のエンジンになっていると位置づけられる。（図 2-3-1）さ

らに、組織的知識創造の促進要件として、意図・自律性・ゆらぎ・創造的カオス・冗長

性・最小有効多様性をあげ、それらを統合するモデルとして(1)暗黙知の共有、(2)コン

セプトの創造、(3)コンセプトの正当化、(4)原型の構築、(5)知識の移転のファイブ・フ

ェイズ・モデルが提示された。（Nonaka=Takeuchi,1995）このファイブ・フェイズ・

モデルの中で、暗黙知の共有、コンセプトの創造、知識の移転にとって、個人が直接対

話を通じて相互に作用しあう「場」の必要性が強調されている。 
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野中らは、組織的知識創造理論を更に展開するために、知識が創造されるところ＝

「場」の概念を導入し、これを軸に、知識創造のプロセス、知識のダイナミクス、場の

集合体である組織空間といった問題を説明しようとした。野中らは、まず「『創造する

力』とは単に個人の内にあるのではなく、個人と個人の『関係』、個人と環境の『関係』、

すなわち『場』から生まれる」という仮説を設定する。そして、知識と場の関係につい

て「場があって、その器に知識が入っているのでもなければ、場の中にいる人間に知識

があるというものでもなく、自己と他者という『関係』あるいは当事者が関係しあう『場』

そのものがダイナミックな知識である」（野中・紺野,1997,『』は著者）と述べている。 

また、最近では次のように「場」を定義している。「知識は個人の内に能力として蓄

えられているが、特定の時間、場所、他者との関係性、つまり文脈や状況のなかで発揮

され、その正当性が他者にも確認され、修正されると考える。知は具体的な文脈のなか

の具体的行動や話法のプロセスのなかでしか現れないといってよい。われわれはこのよ

うに共有された動的文脈（shared context-in-motion）を「場」と定義する」（野

中,2002a;Nonaka＝Toyama,2002b）。 

これまで考察してきたように、自然科学においても社会科学においても、客観化・対

象化できるものだけを対象に因果律での記述可能性をもって「科学」とする悟性的論理

の限界を克服するために、要素還元主義でも全体主義でもない関係主義とでも呼ぶべき

新しい論理が模索されている。このことは、市場を客観的対象として考えることが当然

とされてきたマーケティング論においても「関係性」概念が中心となる理論展開がなさ

れていることに端的に表れている。組織論においてもどちらかといえば組織内部の問題

が主な研究対象であったのが、ネットワーク組織論などに代表されるような、組織の境

界や組織間関係といったテーマが組織を考える上で無視できないほどの位置を占める

ようになっている。経営学においても、以上で取り上げた言説以外に、最近では原田

（2001）、阿部(2001)、秋澤（2002）などが場について積極的に取り上げ、具体的な事

例の解釈や「場」における意思決定メカニズムの研究などに応用している。  

 

第 5 節 理論的背景のまとめ 

 

 本章では「場」に関わる理論を概観した。そこから、それぞれの分野や立場によって

場の捉え方は様々に異なるものの、いくつか共通する特徴を指摘することができる。理

論研究における場の特徴を、「場」を理解する上での重要性という観点から分類するな

ら、空間性、時間性、身体性、二重性、自己組織性、意味性、根源性の八つの要素に集

約できると考えられる。それぞれの概念について以下にまとめておく。 

 

(1) 空間性 

自然科学における場（field）、西田哲学における「場所」、現象学における空間（space）
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や生活世界などは全て空間性を含む概念である。場の一般的な定義においても、「広場」

のように場は特定の空間を表す概念である。Lewin は、人とその環境とを包含している

生活空間（life space）は、心理学ではひとつの場とみなさなければならないとしてい

る。真空のように何もない状態ではなく、人間と環境を含めた意味での空間性が場の特

徴である。しかし、その空間性はかならずしも物理的な空間性だけを意味しない。

Merleau-Ponty が、客観的空間（external space）と身体的空間（bodily space）を区

別しているように、「場」の空間性とは客観的な空間性と主観的な空間性の両方を含む。

身体が物質性と主体性の両方の性質を兼ね備えた両義的存在であることを考えれば、身

体的空間（bodily space）とは人間の主体性の延長としての空間のあり方である。この

ような空間性を、Merleau-Ponty は「生きられた空間」とよぶ。「場」を理解する上で

重要なのは、「ここ」という空間意識である。 

(2) 時間性 

一般名詞としての日本語の場にはある程度の幅をもった時間性が含意されている。物

理学における場の概念はｎ次元空間においても該当する概念であり、相対性理論以降は

時間の概念が空間の概念に統合された。また、Lewin は、人間の行動を「その時」にお

ける場に依存すると考えた。ただし、物理学などが前提にしている時間は、過去‐現在

‐未来というわれわれの一般的な時間意識と同様に、対象化され客観化された抽象的な

時間である。しかし、空間性と同様に場における時間性は、必ずしも客観的な時間だけ

を意味せず主観的な時間性も含んでいる。現象学では、時間性は空間性と起源は、乳幼

児期の感覚（触覚や聴覚）とキネステーゼ（運動感覚）のズレから生じるとされた。時

間意識はキネステーゼに与えられたり与えられなかったりする感覚のあるなしの間隔

から生じるもので、時間の原点は「過去把持‐原印象‐未来予持」という幅をもった「生

き生きとした現在」にあると考えられている。「場」を理解する上で重要なのは、「今・

この時」という「生き生きとした現在」としての時間意識である。 

(3) 身体性 

空間性や時間性をわれわれが持つことができるのは、先にも述べたように、われわれ

が身体的な存在だからである。「場」を考える上で、身体性の概念を抜きにしての空間

性や時間性は意味をなさない。現象学においては、（客観的な）空間性と時間性は、わ

れわれが生まれた時から持っている概念ではなく、乳幼児期における自他分離の過程で

触覚や聴覚といった感覚とキネステーゼ（運動感覚）を通して成立してくると考えられ

ている。人間が自他分離によって自己の身体を認識することは、「身体の自己中心化」

と呼ばれた。Merleau-Ponty が述べるように、身体は空間と時間にすむ。（中略）身体

は必然的に『ここ』にあるのと同様、必然的に『今』実存しているのである。 

(4) 二重性 

二重性である。物理学では、量子とは粒子性と波動性を兼ね備えた二重的存在であり、

量子のふるまいは場におこる状態の変化として記述できる。清水は、「場」の生成プロ
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セスを、生命の二領域性という概念から説明している。生命体としての人間は、自己中

心的自己と場所中心的自己の二領域をもっており、われわれが「場」を共有できるのは

場所中心的な自己が融合するからであるとされた。 

現象学でも、人間は能動的綜合（意識される層）と受動的綜合（無意識の層）という

二つ領域をもつとされるが、能動的綜合は受動的綜合に基づけられており、人間が受動

的綜合という無意識の身体性の領域において繋がっていると考えられた。われわれが

「場」を共有できるのはこの身体性において繋がっている領域を共有しているからであ

る。人間は、幼児期においてキネステーゼ（運動感覚）の働きを媒介にして自他分離さ

れた結果自我極が形成される。自我極が働いているのは能動的綜合の領域である。一方、

自他未分の受動的綜合の領域は自我極が形成された後も能動的綜合と連動して働いて

いる。両者は独立して存在するものではなく相互依存的な関係にある。受動的綜合の領

域の働きである受動的志向性は、能動的綜合の領域における能動的志向性に先行して外

部世界を感知し、外部世界と相互作用を行なっている。このように、自己の二重性は身

体の二重性を土台にしている。身体の二重性とは、世界を対象化する能力（自他の区別）

と、もう一つは世界内存在として世界と直に接触する能力を同時に合わせもち、それら

が同時に働いているということである。このことは、身体自体が「物性」（対象化され

るもの）であると同時に「超越的主観性」（対象化するもの）の二重的な存在であると

いうことにもつながる。 

「場」は、間主観的（能動的綜合の領域）・間身体的（受動的綜合の領域）の両者に

おいて形成されることによって、対象化される側面と対象化されない側面という二重性

を帯びる。それが時空間性においては、対象化された場（物理的時空間）と、対象化さ

れない場（「生き生きした現在」という時空間）という二重性につながる。「場」が、時

間性・空間性において対象化された側面（能動志向性＝客観性）と対象化されない側面

（受動的＝事発的志向性）という二重性において立ち現れるのは、自己の二重性及び身

体の二重性が背景にある。 

(5) 自己組織性 

自己組織性とは、何らかの系（システム）が環境と相互作用する中で、みずからの手

でみずからの構造を変化させ、新たな秩序を形成する性質の総称であり、主に自然科学

の分野で用いられてきた生命的な現象を説明する概念である。自己組織性の特徴は、「自

己言及性」や「ゆらぎ」といった別様の存在や構造へとシステムを駆りたてる要因を内

部に含み、かつ、自己組織性そのものがその過程でもあるという。組織論においては、

組織の基本的な構成単位が自律的であり、その自律的な構成単位が構造化されることに

よって統合体を構成しているような組織のことを自己組織的組織とよんだ。 

「場」と自己組織性の関係は、清水の「場」の理論において最も詳細に検討されてい

た。清水によれば、生命システムの最も重要な特徴は、限定できない不確実性のもとで

リアルタイムの自己創出をおこなっていることである。そのような自己創出において、
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関係子（個）の集合として全体がコヒーレントな状態になるためには、関係子（個）の

状態をひとつにしぼっていく仕掛けが必要であり、それが「場」であるとされた。つま

り、「場」とは生命的システムが環境との関係を自己組織的に創出していくための枠組

ということである。組織が自律的である限り、おのずと何からの意味で囲まれた領域、

すなわち「場」を形成すると同時に、そのような組織そのものも「場」のなかにあると

考えられる。このように、（自己言及性やゆらぎを含む）自己組織性は「場」の生成原

理であると考えられる。 

(6) 関係性  

物理学の電磁場おいては、電子と電子の関係の表現が場であり、物体は単独で存在す

るものではなく、周囲と不可分に結びつくと共に、物体の性質は周囲との相互作用とい

う意味でのみ理解できるとされた。Lewin の場合も、場は人間と環境の関係を含んだ概

念であった。清水は、要素のあいだの関係にたって自己の状態の表現を自律的に生成し

ていくことができる要素のことを関係子と名づけた。関係子の性質は他の関係子との関

係によって変わっていくので、関係子の集合として全体がコヒーレントな状態になるた

めには、関係子の状態をひとつにしぼっていく仕掛けとしての「場」が必要になる。 

西田は、認識とは主体による対象の構成作用ではなく、意識も対象もともにそこに「於

いてある場所」（意識の野）のなかに対象を映してみることだとした。西田のいう場所

とは、物と物、意識とその対象、人格と人格とがそこに於いて関係し、そこにおいて存

在するそうした全体のことである。 

現象学においては、われわれが外部世界を誰にも共通する世界として知覚できるのは、

間主観性という意識の働きであり、その間主観性は、幼児期の自他非分離な身体を土台

にした間身体性と一体であることが指摘された。間主観性や間身体性という概念は、わ

れわれが他者との関係性をもつことができるための根本原理である。逆にいえば、われ

われが間主観的・間身体的存在であることが、他者との関係を成立させる、すなわち場

を成立させる根拠となっていると考えられる。 

(7) 意味性 

清水においては、「場」は（「場所」の）拘束条件であるとされるが、この拘束条件と

は、その場がどんな「場」であるのかを決める、「場」の意味のことであると考えられ

る。現象学的地理学の Relph によれば、場は相互関連しあった意味の複合体である。

場はどんな状況でも変わらない単純で画一的な経験の現象ではなく、人間の経験と意志

の多様さと同じくらい広く微妙で意味の幅をもっているとされる。 

現象学では、「場」にもっとも近い概念は地平（horizont）であると考えられる。地

平とは、意味のつながり（意味連関）を含む概念である。受動的綜合においては、感覚

素材は、ある対象として知覚される以前に自然なまとまりをつくっている。しかし、そ

れはなんの脈絡もなくまとまっているわけではなく、感覚素材と過去地平（意味連関の

広がり）にいつでも満たされるべく待機している空虚表象（満たされていない意味の枠）
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との間で意味の対が成立する（対化）ということである。受動的綜合において、ある特

定の意味内容がそれに類似した意味内容を呼び起こすことを覚起とよぶ。覚起が可能な

のは、構成された意味が背景意識の中で無意識と呼ばれる非生動的な形式において実際

に含蓄されているからである。つまり、「場」の意味性とは、「場」が意味の枠であると

いうことと、「場」が能動的志向性と受動的志向性によって同時に意味づけられている

ことを示す。 

(8) 根源性 

自然科学、特に古典的物理学においては、もともと質量（エネルギー）もつ物質が根

源的なものであり、場は物質を存在させるための条件のように捉えられていた。しかし、

現代物理学の量子力学にいたっては、物質よりも場の方が本質的であると考えられるよ

うになった。現象学においては、他の区別のない宇宙的広がりをもつ身体とその匿名的

な自我の層と、自他の区別をつけている身体と意識できる自我の層を同時に生きている

ことができるのは、自他の区別が起こる以前の匿名的身体性を根源にもつ、すなわち自

他の等根源性にもとめる。 

「場」の根源性に焦点をあてた議論を展開しているのは西田の場所論であろう。西田

は、「場所」という概念によって世界（普遍）の側から主体や意識の成り立ちを説明し

ようとした。西田は意識の働きを直覚、反省、自覚と捉えた。自覚とは、自己の中に自

己を映すという働きであり主客の対立を超越した意識状態のことである。この自覚が於

いて生ずるところ（自己が自己を映すところ）が場所であり、場所とは、一切の作用や

存在を自己の内において存立させ、またそれらを自己自身のうちに映してみるものであ

る。西田は、場所と物と物とが出会う「有の場所」（空間・磁場）、すべての意識作用が

生ずる共通の意識界である「意識の野（無の場所）」、そして自己が本当の自己に出会う

「絶対無の場所」の三つに分けて考えた。これらは意識の働きの三段階に対応するもの

である。つまり、自覚の深まっていく三つの段階（直覚・反省・自覚）がそれぞれの場

所であり、高次の場所は、低次な場所に対して無にしてつつむがゆえに、意識は意義を

もてる。絶対無の場所とは、主客の対立を超越した意識状態（自覚）が於いて生ずると

ころであり、真の意味での意識の立ち現れ、すなわち最も根源的な場所である。 

 

理論研究から、「場」の性質を表す概念として空間性、時間性、身体性、二重性、自

己組織性、意味性、根源性の八つの要素を取り上げた。第 2 章では、これらの「場」の

性質に依拠しながら、本研究における「場」の理論モデルを提示する。 


