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第６章 分析と考察：ディスカッション 
 

 

 本章では、具体的な企業の知識創造活動の事例分析から、企業の知識創造活動におけ

る「場」の条件を提示すると同時に、企業の知識創造活動における「場」の機能と役割

を明らかにする。 

第 1 節では、第 2 章で提示した「場の理論モデル」ならびに「場」の性質に照らして、

第 5 章で考察した『職場における「場」の認識』の結果を検討し、企業における「場」

の概念モデルを構築する。 

第 2 節では、第 1 節で構築した企業における「場」の概念モデルを用いて、企業にお

ける具体的な知識創造活動の事例を分析する。 

第 3 節では、企業における知識創造活動に必要とされる「場」の条件を提示し、知識

創造活動における「場」の機能と役割について考察する。 

 

第 1 節 企業における「場」のモデル 

 

本節では、理論研究から導出した「場」の性質と「場」の理論モデルに照らして、

第 5 章で提示した『職場における「場」の認識』の結果に対する現象学的な解釈と考察

を行い、そこから企業の「場」の概念モデルを構築する。ここで企業の「場」の概念モ

デルを構築することの目的は、理論研究から導出した「場」の性質とそれに基づいて構

築した「場」の理論モデルが、企業における具体的な「職場」に対してどの程度妥当性

があるのかを検証すると同時に、企業に特殊な「場」の性質を考慮して「場」の理論モ

デルを修正することで、現実的な企業の知識創造活動により適合的なモデルを構築する

ことである。このような手順を踏むことによって、企業における「場」の全体像がより

鮮明になり、企業の知識創造活動における「場」の理解が推進されると考えられる。 

 

1.1 職場における「場」の性質の解釈 

 第 5 章の企業における「場」の認識に関する質問票とインタビューの結果から、職場

がある共通のイメージで表現されるまとまりをもった「場」として認識されていること

が確認できた。以下では、その具体的に表現された「場」に関する記述から、企業の「場」

の一般的な性質について、第 2 章の概念枠組みで提示した、身体性、関係性、根源性と

いう「場」の性質の三つのカテゴリーに沿って検討する。 
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1.1.1 身体性（空間性・時間性・二重性） 

(1)空間性 

＜物理的な空間＞ 

 最初に、職場のメンバーたちが物理的な空間をどのように捉えていたかについて考察

する。職場アンケート設問 2 において、四つの職場に共通して、認識度、重要度ともに

最もスコアが低かったのは、「議論がしやすいように机や棚など備品の配置に気を配っ

ている」という設問であった。しかし、このことは、その「場」にいる人間に対する物

理的な空間の影響が少ないということを必ずしも意味しているわけではない。職場イン

タビューからは、それぞれのメンバーが職場の空間的・物理的な条件に影響を受けてい

る様子がうかがえた。 

 たとえば、 

 

「机は議論しやすいように並べてはいるんだけど、基本的には限られた島なんで、仕

方なく２つの島に分かれている。だから、背をむけて座るところにはキーマンをおい

て、それで左右に振ってなんとか情報の伝達をうまくしようと苦労している」（シス

テムコンポグループ） 

 

というように、ある程度意図的に物理的空間における人間の配置を考えているという意

見があった一方、設問 1 の「対話の多い」に×をつけたメンバーは、 

 

「職場という意味では、今の私のいるところは七階で、他の人は三階と一階なんです。

だから、そんなに対話がないというか、物理的な距離感ですね。下にいっても人がい

ないこともあるし、あまりしょっちゅう足をはこべないですから。」（創技研） 

 

対話が少ないことの理由を自分がおかれている物理的な環境にあると考えていた。また、 

設問 2 の「部門間の壁はひくく、コミュニケーションが活発に行われている」に「あま

りそう思わない」としたメンバーたちは、 

 

「創技研の中ではないのですが、臨床開発と探索研究というように本来はつながって

いなければいけないようなところでつながっていないというのがあると思います。部

分的にはやっているんですが、それがないと仕事ができないというレベルではない。

フォーマルな会議じゃなくて、普通に化合物の物性についてちょっと話をするとか、

同じ事業所内にいるとやりやすいんでしょうけど、東京やアメリカだとそういうこと

はありませんから。それがあったらいろんなところで違うと思います。」（創技研） 

 

「最近はエネテク（以前おなじブロックだった独法）の話とか減ってますし。実際ど
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ういうことをしているのか実際のところはわからない。前は知りたくなくても分かっ

たけど。今は聞きにいかないとわからない。表現してこなくなったから。フロア（が

離れた）の問題もあるかもしれない。」（飲料システム） 

 

物理的な距離がコミュニケーションを妨げているという認識をもっていた。 

この物理的な距離が対話などのコミュニケーションを妨げているという認識の背景に

は、物理的に離れていることによって、お互いの身体から発している受動的志向性が働

かないということが挙げられよう。通常「場」は、意識の働きである能動的志向性と身

体の働きである受動的志向性の両方の働きによって捉えられている。しかし、物理的に

離れていることによって、能動的志向性が働いても受動的志向性において捉えることが

できない。したがって、空間を共有していれば無意識のうちに感じとることができる膨

大な情報を受け取ることができないのである。同じ事業所内にいることで「ちょっと話

をする」ことで得られるのは、単なる言葉のやりとりではなく、受動的綜合の領域に関

わる言葉にならない身体知の交換である。近くにいて物理的空間を共有していることで、

対話をしなくても「知りたくなくても分かった」身体知レベルでの知覚は、それが失わ

れて（フロアが離れて）はじめて「わからない」、つまりその知覚が与えられないとい

う認識となって表現されたと考えられる。 

 また、一般的によく言われることだが、両企業において情報交換の「場」として喫煙

室という空間についての言及があった。 

 

「喫煙室って結構いい情報交換の場になっていたりするんですよね。他の部署の人と

一緒になって、ちょっとしたことでヒントやアイデアがもらえたり。私はタバコは吸

わないんですが、前は喫煙室が広かったからたまに入って行って雑談してました。」

（創技研） 

 

「喫煙室はいいみたいですね。ざっくばらんな話ができて。事務所では聞けない本音

の話が聞けるって聞きます。」（システムコンポグループ） 

 

 なぜ、喫煙室が情報交換の「場」として機能するのかといえば、それが（喫煙という

目的はあるが）特定の目的に縛られない自由な空間だからである。そこで互いに身体を

介しながら自在に生じる連想によって多様な感覚素材が提供され、それが過去地平に沈

んでいた空虚表象を刺激して新しい発想に結びつくからである。 

このように物理的な空間は、身体性という意味において企業の「場」の基本的な条件

を形成していることがわかる。あらためて身体性（受動的綜合の領域）が、「場」の認

識（能動的綜合の領域）の基盤になっていることが確認できた。 
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＜仮想的な空間＞ 

今回のインタビューではあまり話題に上らなかったが、「場」の空間性において注目

すべきなのは、インターネット上のサイバースペースやテレビ会議などの仮想的な空間

である。エーザイの事例において、サイバースペースの活用についての記述の部分を引

用しておく。 

 

「最近になって部門横断的 hhc 活動という動きが出てきた。2002 年度の hhc 最優秀活

動に選ばれたのは、薬の包装について部門間で情報交流を行い、医療現場で使いやすい

ように注射剤に貼付ラベルをつけるようにパッケージのデザイン変更を行った事例で

あった。この活動に加わったのは、川島製剤研究所、東京医薬一部、美里工場の包装・

製剤担当者、さらに電子会議室で情報交換をおこなった全国の MR 有志である。（中略） 

最初に製剤や包装に関する MR からの情報を検索し、それをデータベース化し、剤形

に関する検討会を行った。また、同時に製剤情報の交換のための電子会議室を新たに立

ち上げた。それまでも MR 活動は、社内 Web サイト上の現場知共有広場で見ることは

できたが、双方向の情報交換はできなかったからである。新たに作られた会議室では、

クレームも含めて現場の MR たちと直接意見交換が行えるようになった。（中略）テレ

ビ会議や電子会議などでお互いの活動報告や情報交換を行うことで、部門間の交流が活

発化した」 

 

仮想的な空間では、物理的な空間とは異なり、受動的志向性における身体知の直接的

な交換は行うことはできない。しかし、テレビ会議のようにお互いの表情が見えて、声

も聞こえる場合には、身体性を多少働かせることはできる。また、サイバースペースの

ように声や表情が伝わらない場合でも、能動的志向性の働く言語化された情報のやりと

りから言語の背景に盛られている身体知が働く受動的志向性が同時に働いている。とい

うのも、能動的志向性の基礎には常に受動的志向性が働いているからである。その場合、

実際に集まって行う「検討会」のような身体知の介在する「場」を補完的に作り出すの

が有効であると考えられる。この事例のように、サイバースペース上であっても、物理

的な距離の制約を超えて全国の MR 有志（間接的にではあるが多数の身体が介在する

ことで）情報交換が活発化したことが、上記のような新しいアイデアにつながったと考

えられる。 

 

(2)時間性 

次に、時間意識に関係のある表現をみていこう。 

 

「以前に比べて、ひとつの仕事にかける時間がない。技術開発なので時間を忘れてや

るようなところも必要だし、かといってエンドレスでやって機を逸してもいけない
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し。」（「忙しい」に○） 

 

「昔はナショナルプロジェクトで 10 年かけてというのがあったけど、今は 1 年から

長くて 2 年くらい。これからはなかなか時間をかけられないと思う。社内も客も待っ

てくれない。」（「変化の早い」に○） 

 

「ゆっくりと時間をかけて取り組めることがなくて、一ヶ月単位で結果を出すという

のが多いので。商品化にもっていくまでの時間の余裕はないです。」 

（「おちつかない」に○、いずれもシステムコンポグループ） 

 

 Husserl は、時間意識を過去把持－原印象－未来予持という三つの意識の働きである

「生き生きした現在」という幅をもった時間として捉えた。「生き生きした現在」とは、

受動的志向性の最も根源的な層である衝動的志向性によって条件づけられている、根源

的時間流の「生動性（生き生きしていること）」の現れである。これは客観的な時間を

前提にしない間主観的な時間意識である。上記のような「時間を忘れてやる」、「機を逃

す」、「今は 1 年から長くて 2 年」、「一ヶ月単位で結果を出す」といった表現は、客観的

な時間の長さやタイミングを意味しているわけではなく、それぞれのインタビュイーの

主観的な時間の流れを意味していると考えられる。「機を逃す」ことが感じられたり、

開発に「1 年～2 年」が短いと感じられるのは、その感じられる前提となる身体性が伴

っていなければならない。そうでなければ、いつが「機」であるのか、「1 年」が短い

のか長いのか、わからないはずである。このような、「生き生きした現在」という時間

意識は、われわれにもっとも直接的に与えられている感覚である。 

次のような表現も、「生き生きした現在」がその個人にとって最も直接的で影響力が

あることを示していると考えられる。 

 

「最初は開発ということで、飲料もテーマのひとだったんですけど、その一つのテー

マで独法化してしまったので、一種の解散ですよね。それから引き続き残っているの

は数人で、開発を引き続きやっているのは自分だけなので。」 

（飲料システムグループ：「孤立した」に○） 

 

「名前と実態のずれがあるし、実際の動きも違う。周りはどう思っているか分からな

いけれど、居づらい雰囲気があって、営業と製造の考え方が全然違うんですね。」 

（飲料システムグループ：「孤立した」に○） 

 

 飲料システムグループにおいて、全体に共有された「場」の雰囲気は、「対話の多い」、

「協力的な」、「自由な」、「余裕がない」、「明るい」、「忙しい」、「まじめな」という言葉
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で表現されていた。先の発言をした 2 名もそのような職場のイメージを共有していたが、

自分が「場」から外れているという感覚を「孤立した」という言葉で表現した。このこ

とは、能動的志向性において間主観的に構成される「場」のイメージよりも、受動的志

向性において感じ取られた無意識の「場」の身体感覚、すなわち「生き生きした現在」

の影響力が強いということを示唆している。自分と「場」のズレをひしひしと感じるの

も「生き生きした現在」において直接的な生を身体が生きているからである。このよう

に、（対象化されない「場」において）自己と「場」がずれていることを無意識に感じ

とることによって、通常は意識されない「場」が能動的志向性にも気づきとして与えら

れ、意識されていると考えられる。 

 このように「場」が「生き生きした現在」として与えられていることの例として、も

う一つ、東京医薬 8 部の場合を見てみよう。 

東京医薬 8 部のでは、組織長の存在が職場の雰囲気を決定づけていた。質問票で上位

に選ばれた項目について聞いていくと、それぞれの項目が何らかの形で組織長の言動に

関わっていることがわかった。最も顕著であったのは、東京医薬 8 部のほぼ全員が、「（組

織長が変わってから）この 1 年で自分も含めてメンバーのほとんどが変わった」と述べ

たことである。 

 

「（アリセプトのエリアプランをやりだして）長く一緒にやっている者がいるんです

が、見ていて非常に変わりましたね。すごく前向きになって、責任をもってやってい

るなって。以前よりも仕事に対する気持ちの部分で変わってきているなと思います。」 

 

「アリセプトは他の商品とは違うから、エリアプランで地域連携をやるようになって、

福祉施設とか行政とか行くようになって、前より仕事が楽しくなって。」 

 

「姿勢が変わったし、言うことが変わった。」 

 

「変わった」という表現の内容をみると、個々のメンバーの言動や仕事に対する姿勢、

考え方が「変わったこと」を指している。しかし、この「変化」は個人の特殊な事情に

よっての変化ではない。組織長が変わり、アリセプトという製品を拡販するために戦略

性（エリアプラン）が変わり、そして、そのことが具体的な行動に結びついて成果とな

って現れたことが、職場全体の雰囲気、すなわち「場」を変えたのである。 

組織長が変わったということは、新たな身体が加わったということである。その言動

は能動的志向性と受動的志向性を通じて部員に強い影響を与えた。その身体の存在が受

動的綜合の領域を通して他の身体に直接的な影響を与えているのである。それが、部員

が「前向きになる」（身体が前を向く）、「姿勢が変わる」（身体性が変わる）という身体

性の変化となって現れている。 
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このように、変化した身体は、それぞれ他者の身体に影響を与えあい、結果としてそ

の「場」を活性化することになった。さらに、活性化された「場」において活動するこ

とが、さらに「場」を活性化することにつながるという好循環を生み出してきたと思わ

れる。東京医薬 8 部の例は、「いきいきした現在」としての「場」が、個人の身体に対

して非常に大きな影響力をもっていることを示しているとともに、一人の身体が他者の

身体にどれほど大きな影響力を与えるかということも示している。 

個々のメンバーは身体性を通して直接的に与えられる「いきいきした現在」の影響を

最も強くうける。そこでの時間意識は、その身体性を共有することでしかわからない、

その「場」における主観的な時間性なのである。 

 

(3)二重性 

 職場における「場」の認識において、「場」の二重性はどのように表現されているだ

ろうか。たとえば、次のような表現があった。 

 

「アンケートを書いているとき、職場のことなんだけど二通りのことを考えていて、

事務所本体のことを考えているときと、自分自身のことを考えているときと混ざって

いるんですよ。」（システムコンポグループ） 

 

この発言者の場合、職場について「場」（事業所）のことを考えているときと、自己の

ことを考えているときが混ざっているという自覚があるが、ほとんどの場合は、本人は

ほとんど意識せずに、「場」の表現をつかって自己を表現していた。 

たとえば、「見通しがいい」に×をつけたメンバーは、 

 

「今の席ってデスクトップなんで人の顔がみえないんですよ。物理的に。」（飲料シス

テムグループ） 

 

職場の「見通しの悪さ」を物理的に「見えない」という表現を使っている。これは、実

際に「見えない」（志向性が働かない）のであって、そのために、職場を間主観的に構

成できていないことを、「デスクトップで顔がみえない」という状況に感情移入して語

っている（見えないという状況が「場」の表現に反映されている）のである。この他に

も、 

 

「昔はグループで一緒だったんですが、今は（グループが変わって）仕事の内容が違

うので孤立してしまうというか。」 

（「孤立した」に○、創技研） 
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「自分自身の専門はなにかと聞かれたら『氷』なんですけど、それでも大学時代の『氷』

に関する知識ではだめで、自分でやっていかなければいけないところがあって。」 

（「見通しのよい」に×、システムコンポグループ） 

 

「最近仕事がないので困っています。自分自身の動き方で仕事は生まれるんだと言わ

れればそうかなと思いますが、よくわからないんです。」（不安定なに○、システムコ

ンポグループ） 

 

「最初は新しいコンポを開発するということで機器販売にいったんですけど、実際に

仕事をやってみるとわかりづらいところがあって、何をすればいいのかなというとこ

ろがよくありました。そういう中で自分は孤立しているかなと感じることがあって。」

（「孤立した」に○、飲料システムグループ） 

 

これらのインタビュイーは職場アンケートにおいて、「職場について」ではなく、「職場

における自分の位置づけや心情について」の項目を選んでいることがわかるだろう。質

問票では、「職場（の雰囲気）についてお聞きします」と聞いており、インタビュイー

たちもそのことを自覚していた。また、他の項目では職場を表現するような言葉も選ば

れているので、自己についての質問でないということは認識していたはずである。たと

えば、「孤立した」に○をつけた二名とも、同時に「協力的な」、「明るい」、「うち解け

た」、「対話の多い」、「のびのびした」、「明るい」という項目にも○をつけていた。それ

らが職場を表す表現であれば、「孤立した」と「対話の多い」や「うち解けた」という

項目が同時に選ばれているのは矛盾するように思われる。しかし、「自分」と「場」が

混在してしまい、職場について選んでいるはずが自分のことを表現しているのであれば

つじつまはあう。このような比較的はっきりわかるものに加えて、「忙しい」、「余裕が

ない」、「繰り返しの多い」、「異質な」などを選んだメンバーたちは、自分のおかれてい

る状況を職場の雰囲気に読み替えるという傾向があった。これらのことは、職場のこと

に自分の状況を反映させて（「場」に感情移入して）答えていると考えられる。このよ

うな回答は、インタビューの随所に見受けられた。 

「場」と自己の区別がつかない、「場」を語っているようにみえて実際は自己を語っ

ているという現象は、自己と「場」が非分離である状態を意味する。「場」に感情移入

することで、「場」と自己が一体になってしまっているのである。このことは、発生的

現象学の基本的な考え方である、能動的綜合と受動的綜合という二重構造をもつ自己と

深く関わりがあると考えられる。「場」は対象化される部分（能動的綜合の領域）と対

象化されない部分（受動的綜合の領域）の二重性をもっており、対象化されない「場」

は、受動的綜合の領域である自己の身体性と深くつながっている。したがって、「場」

を語る（対象化された部分を語る）場合でも、対象化されない「場」がその表現に入り
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込んでくる可能性がある。西田の表現を使えば、「自己に於いて自己を映している」こ

とを意味していると考えられる。つまり、「場」の二重性は、職場においては自己と「場」

の非分離を意味しているのである。 

 

(4)身体性 

 すでに、空間性、時間性、二重性に関する企業の「場」の認識において、それぞれに

おいて身体性が基盤となって働いていることが明らかになった。実際に、職場における

「場」の認識の大半が、具体的には何らかの「行為」に関わる内容であった。たとえば、 

 

「○○をやれとは言われないんです。好きなことがやれるのがうちの社風だと思う。」

（「自由な」に○、東京医薬 8 部） 

 

「かなり自由にやらせてもらってると思います。あまり細かい指示はされないので。」 

（「自由な」に○、システムコンポグループ） 

 

というように、職場を「自由」であると思う理由は、「好きなことがやれる」、「自由に

やれる」という行動の自由度のことであった。このような職場における行為にかかわる

項目で注目されるのは「対話の多い」と言う項目と、「顧客の立場」という項目である。

次に、「対話」という行為についての表現を見ることにする。 

 

「うちのグループは、かしこまった会議じゃないほうがいいと思っていて、ちょっと

した雑談なんかからすごくいい意見がでたり案が出たりするので、そういう対話が大

事だと思っています。」（「対話の多い」、創技研） 

 

「立ち話とか打ち合わせのテーブルで2,3人でいろんなことを話していたときに出て

きた話が開発につながるということは結構ある。」（「対話が多い」、システムコンポグ

ループ） 

 

「誰か一人がこれどういうことなんだろって言うとき、人が集まってきてああでもな

いこうでもないという話になりますし、誰かの意見を聞きたいときには空いている会

議室でちょっと集まってディスカッションする。ざっくばらんな意見をそこで聞ける

んです。」（飲料システムグループ） 

 

先の空間性の項目で言及した「喫煙室」の例でも述べたように、「かしこまった会議」

ではない方がいい意見が出るとか、立ち話で出てきた話が開発につながるのは、「ちょ

っと集まってするディスカッション」という目的を特に定めない雑談では、自在に生じ
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る連想によって様々な意見や視点が出てくることが、受動的志向性（身体性）を刺激し

て新しさが生じるからである。「ああでもないこうでもない」と語れるのは身体性にお

ける余裕であり、余裕があるから細かな違いにも気づくことができると考えられる。 

 

「一人で考えてもあまりいいアイデアは出てこないので、時間をきめてみんなで集ま

ってディスカッションするスタイルでやっている。行き詰まったらみんなで考える。

常に人のやっていることに関心を持つように言っている。」（システムコンポグルー

プ） 

 

一人でやってもいいアイデアが出ないということは、アイデアとは顕在化している情報

ではないと思っているからであろう。「常に人のやっていることに関心をもつ」ことは、

自分の見えていなかったところを他の見方で見るということである。それは、見る身体

の知の蓄積が無限に多様であり、人は他の身体になれるから別の見方（別の身体から見

る見方）を獲得できる。そのことが経験的に分かっているので、みんなで身体を共有し

あえる「集まる」ことを重視していると考えられる。 

 

「普段でも結構話をすることは多いです。実験をやっている時（離れたところにある

実験棟に）リーダーとか先輩が見に来たり、ちょっと声をかけたり。」（システムコン

ポグループ） 

 

声をかけるということは、声で身体に触れるということである。従って、そこに間身体

的なつながりができるから、声をかけあうのである1。 

 

「一人だけわかっている状態をなくそう。一人がいくつものテーマを抱えているから、

それで行き詰まったらパッと集まって相談しよう。やり方としては、パッと集まって

解決する。一人が複数のテーマを抱えると当然きつくなるわけだよね。そのときにワ

ーッと人を投入してやっつけてしまおうって。」（システムコンポグループ） 

 

「あるメンバーが客のところに行ってきて、何か困っているという話があったら、い

るメンバーがあつまって、一気に決めてしまう。」（飲料システムグループ） 

 

「飲料には基本的にみんな営業もやるし技術もやるというスタンスがあって、みんな

自分のこととして考えてくれるし、その場で声をかければすぐ何人かが集まってくれ

 
1 竹内（1975）は、話しかけのレッスンの中で、「声が身体に触れる」ということの重要性

を述べている。 
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ます。」（飲料システムグループ） 

 

「ぱっと集まる」、「いるメンバーがあつまって」、「すぐ何人かが集まる」というように、

なぜ集まるかといえば、集まることが身体性を携えて「場」に臨むことだからである。

他の身体に直接接することで、無限の可能性に身をさらす。また、直接の対話では、単

なる単語のやりとりだけではなく、ひとり一人の人間のもつ表情、声のトーン、動作や

身振り手振りなどの身体知が豊かにあるわけで、そのことが新たな発想や問題の解決に

つながると考えられる。また、「ワーッと人を投入して」、「一気に決める」というのは、

言語化された世界の限界を取り払ってしまうということである。形式知の積み重ねで決

められることを超えているから、身体知を総動員して解決の糸口を見つけようとするの

である。何でも話せるということは、言語化されないものを大切にして、言語化される

まで待てるということであり、お互いの身体知を認め合っていることである。 

 

さらに、行為に関係のある「顧客の立場に立って思考・行動する場がある」かという設

問に対して、 

 

「私の場合は、しょっちゅうそう思う機会があるので。私的な生活の場でもそうです

し、ボーっとしてるときでも考えているんです。」（創技研） 

 

「ボーっとしているときでも考えている」ということは、能動的志向性が働いていない

ときでも、自覚する以前に受動的綜合である感覚素材と空虚表象の対化の現象が生じて

いるということである。顧客の立場で考えるということは、顧客の身になって（相手の

身体になって）考えるということであり、それが習慣化された身体において実践されて

いることが表現されていると考えられる。 

 

「視点はあってきたと思います。それはアリセプトっていうのもあるんですけど、や

っぱりドクターとかを見てたところはあって、患者様ってそんなに見えないですか

ら。」（「顧客の立場に○」、東京医薬 8 部） 

 

「ドクターと話していくなかで、今までは十分に視点を患者様に向けきれていなかっ

たところがあったと思います。ライブズが導入されてからは、先生との会話の中でも、

患者様のことを頭の中で考えられるようになってきた。」 

（「顧客の立場に○」、東京医薬 8 部） 

 

「視点があってきた」「視点を向けきれていなかった（が、向けられるようになった）」

ということは、実際に身体的に「目を向ける」ようになったということである。「患者
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様」に視点が合うということは、能動志向性を働かせて患者様に視点を合わせるという

ことではなくて、目が（身体が）無意識的にそちらに向くということである。能動的志

向性の伴った意図的関心を常に持つことを通して、習慣化し身体化された関心が主導権

をとり身体をそちらに向けさせるようになる。 

 

「メンテナンスのときはラインの担当者ですし、工場診断の場合は技術部の人と話

します。いまのところはレトルト省水システムを入れて施工をやったのが私なので、

現場にずっと数ヶ月いて、技術の人とも仲良くなったので、報告書をどうやってま

とめるとかも、お客さんの現場の人と話して決めています。」 

（顧客の立場に○、システムコンポグループ） 

 

「ほんとうにお客さん側が使いやすいモノというのは、性能も大事なんですが、客

の使い方に合わせて考えないと駄目なんです。性能だけ追いかけるとそういうこと

を見落とすことがあって、こういう使い方をしてくださいという機械になってしま

う。それって使えないということなんですね。」 

（顧客の立場に○、システムコンポグループ） 

 

「現場でお客さんと話をすることは多いですが、スーツを着ていくよりも作業着を

着ていった方がお客さんは心を開いてくれるのかなと思うんです。ぽろっと困って

いることが聞けるというのはあります。そういうときに現場はこうだという提案が

できますね。」 

（顧客の立場に○、飲料システムグループ） 

 

顧客の立場に立って思考したり行動したりということは、現場に入り込むことで、顧客

の身体になるということである。そうしなければ、客の「使えない」ものになってしま

うからである。どういうものなら「使える」ものになるかは、客の現場に立って実際に

機械を触ったり時空間を共有して同じ「場」を生きることではじめて、身体感覚に与え

られるものである。そのことの重要性が（受動的綜合の領域で）分かっているから、現

場に入り込むと考えられる。 

一方、「顧客の立場」に立つ場がないとする意見では、 

 

「（MR のように）顧客に近いところは非常に活気づいているんですが、研開（の hhc

ビジョン）はスピードとか言っているけど、もっと直接的にみられるんじゃないかと

いう気がしてならない。研開がしっかりと顧客ニーズを捉えた研究をすれば自ずと顧

客満足は得られると思います。」（創技研） 
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もっと「直接的に見られるんじゃないかという気がしてならない」という表現は、身体

性（受動的綜合の領域）において捉えられるのではないかという予感があるということ

である。「生き生きした現在」において与えられる「未来予持」と同様の身体性の働き

であろう。「しっかりニーズを捉える」ということは、能動的志向性と受動的志向性の

両方を働かせてニーズを捉えるということが重要であると考えられる。 

 

 以上のような身体性（空間性・時間性・二重性）に関する認識から、われわれが、「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こと

が確認された。このことこそ、われわれが他者を理解できる間主観性・間身体性の基盤

になっているのである。 

 

(5)重層性 

 「場」の身体性（空間性・時間性・二重性）と関わりがあり、理論モデルでは明確に

は示されなかった企業の「場」の性質に、「場」の重層性が挙げられる。 

職場インタビューを始める際に、数人のインタビュイーから職場とは、自分の所属する

グループなのか、プロジェクトなのか、部門（研究開発部門、技術研究所、関東サービ

スブロックなど）なのか、事業所（筑波研究所、守谷工場など）なのかという質問をう

けた。このことは、少なくとも、それぞれのメンバーが「職場」というカテゴリー概念

にあてはまるいくつかの「場」を区別しているということを示している。職場インタビ

ューから見えてきた場の重層性に関わる表現をいくつか挙げてみる。 

 

「うちのグループでもそうですが、うちの会社にはそういう風土（誰にでも聞ける風

土）があると思います。それも組合活動をやるまではそう思わなかったんですが、組

合をやるとトップと話をする機会が多くなって、そういうつながりができると、次に

こういう問題があるんですけどって言ってもいいんだなって思えるようになりまし

た。（創技研） 

 

インタビュイーは、自分の所属するグループと自社が同じ風土を持っていて、さらにそ

の風土が広くあてはまることが組合活動という組織横断的な活動によって認識された

と述べている。実際の活動（という行為）を通して、他部門の人々と直接身体を介して

接することで、「同じ風土をもっている」ことが感覚に与えられたからそのことが実感

できたのだろう。 

 

「自分のグループ内で決められることだったら、すぐ決められるんですが、研究所全

体とかエーザイ全体のような問題になると早いとはいえない。問題が明確なときは通
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常の意思決定ルートにのってバーッと決まって動き出すんですが。」（創技研） 

 

「飲料内ではそうじゃないんですが、いろんな部署が絡んでいたり、お客さんがらみ

で周りに相談してもだれもわからないから決められないとかいろいろパターンはあ

るんですが、お客さんは担当者にどんどん言ってくるわけですが、誰も決められない

という状況になることがある。」（飲料システムグループ） 

 

この２つの言説は、意思決定について言及している。自分の所属するグループ内での意

思決定は早いが、それ以外のところが絡むと必ずしも早くないと述べている。このこと

は、自分の所属するグループ以外の意思決定の「場」が存在し、それは自己の所属する

グループの意思決定に影響を与えるということを述べていると考えられる。 

 

「事業展開の幅が広いのでわかりにくいというのはあるかもしれませんが、職場を守

谷工場じゃなくて飲料システムと狭く考えたので、どこに向かおうとしているか、み

んなが何を考えているか、そういうことが頭に入ってるし、非常にわかりやすいで

す。」（飲料システム） 

 

このインタビュイーは、職場を守谷工場という風に（広く）捉えることも出来たが、飲

料システムと狭く捉えたので、わかりやすいと言っている。このことは、これらは職場

が、広義の職場と狭義の職場という二つの「場」として捉えられる可能性を示唆してい

る。 

 

「研究所内でも独法との関係でも、自分がからんでいる仕事については、壁を感じた

ことはないです。協調性はあると思います。」（システムコンポグループ） 

 

このインタビュイーは、自分の職場を研究所（グループ）と独法との関係（プロジェク

ト）の両方と考えている。そして（自分がからんでいない「場」については壁があるか

どうかわからないが）、少なくとも自分がかかわっている「場」には壁はない（と認識

している）ことを示唆している。「壁」がないとは、能動的志向性も受動的志向性も働

く状態のことであろう。 

 

 このようにメンバーが職場を複数の「場」として、それを「狭く」とか「広く」感じ

取っているということは、それぞれの個人において受動的綜合の領域だけではなく、能

動的綜合の領域においても複数の「場」に包摂されているという意識が働いているから

であると考えられる。 
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1.1.2 関係性（自己組織性） 

(5)関係性 

「場」における関係性に関しては、すでに身体性のところで空間性、時間性、二重性、

重層性のすべての項目においても間主観性、間身体性が働いており、その他者と関係性

において「場」が自覚的にも無自覚的に認識されていることがわかってきた。 

さらに、「部門間意志疎通」の設問に対する意見から関係性に関して考察することに

する。 

 

「コミュニケーションは活発だと思います。壁は高くないです。フォーマルな会議と

いう形じゃなくて日常的なコミュニケーションですね。」（システムコンポグループ） 

 

「研究所内でも独法の関係でも、自分がからんでいる仕事については、壁を感じたこ

とはないです。協調性はあると思います。」（システムコンポグループ） 

 

「技研の中での壁はないと思います。実際グループに分かれていても仕事は一緒にや

ったりするし。おなじグループ内の人と仕事をするよりも他のグループの人と仕事を

する方が多いくらいです。」（システムコンポグループ） 

 

「地方独法とかで一緒にやっているところは悪くないと思います。うまくいっている

物件というのは、人と人とのつながりで動いている物件。そこから派生したものは非

常にうまくいってる。」（飲料システムグループ） 

 

「部門間意思疎通」があるという場合、日常的なインフォーマルなコミュニケーション

や「一緒に仕事をする」といったような何らかの直接的な交流があることが前提になっ

ている。「一緒に仕事をする」ということは、お互いの身体性において、声、表情、動

作などの細かな様子や違いが直接感じ合うことができるということで、それによって無

限の可能性の世界に身を任せることができるということである。 

 一方、「部門間意志疎通」がないという場合は、 

 

「臨研とか生産とか営業と何か仕事で一緒にやるということはほとんどないですね。

ほとんど別世界のようになってしまっています。」（創技研） 

 

「他の部門と関係をもつことはほとんどないです。だから、よくわからないのです。」

（創技研） 

 

「筑波研究所の中ではもちろん交流はありますが、他の部門になってくるとほとんど
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接触がないですから。壁があるかさえもわからないんです。」（創技研） 

 

「実際に現場で動いているときには部門間交流の必要性を感じることはほとんどな

いと思います。」（東京医薬 8 部） 

 

「営業の情報は伝わらないと思います。同じ営業でも東京エリアの中くらいはわかり

ますが、他の地域はよくわからないです。そういう意味では共有されていないです

ね。」（東京医薬 8 部） 

 

「守谷工場内で壁があるとかないとかいう考え方もおかしいと思うんですが、仕事の

内容が違うので、コミュニケーションがいまいちで。仕事の接点がないとコミュニケ

ーションがないですよね。同じプロジェクトにはいっていないと交流の場がないと思

います。」（システムコンポグループ） 

 

具体的に「一緒に仕事をやることがない」、「関係をもつ必然性がない」など「関係性が

ないこと」が部門間の意志疎通がないという意見の理由になっている。「関係性がない」

ということは、能動的志向性、受動的志向性ともに働く余地がないということである。

「壁があるかどうかさえわからない」ということは、そのことを端的に表現している。 

関係性がないことで「場」がないと感じられているのであり、「場」の（意識・無意識

の）認識において関係性が不可欠であることがわかる。 

 

「グループの中では共有されていても、営業から伝わっていない部分があって、「え

っそうだったの」っていうのもあります。こちらが大事だと思っていることが向こう

は大して問題ないだろうと思っていたり。」（システムコンポグループ） 

 

一方、この例は関係を持とうとして持てなかったということであり、先のような志向性

が働かないからわからないという状態とは異なる。コミュニケーションのズレが生じる

のは、お互いの身体知のズレである。関係性の機能不全や破綻は「場」がない（うまれ

ていない）という感覚につながる。 

 

 以上の例から、「場」における関係性は、能動的志向性や受動的志向性が働くか働か

ないか、間主観性・間身体性があるかないかということによって決定づけられ、それに

よって「場」がある、「場」がないといった認識がなされていることが確認された。 

 

(6)自己組織性 

職場における「場」の認識において、自己組織性に関係すると思われる表現はあま
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りみられなかった。一つあげるとすれば、「場」の重層性とも関わりがあるが、「場」と

「場」が違いに影響しあう「場の自己言及性」が自己組織的に関わる現象として挙げら

れよう。 

それぞれの企業においてそれぞれに固有な「場」の性質が見られた。そして、その固

有な「場」の性質は、メンバーたちに直接与えられている「いきいきとした現在」とし

ての「場」の性質であった。一方で、それぞれの企業において「自由な」社風という表

現がみられたように、個々の「場」をこえた企業全体の「場」の性質に対する言及もあ

った。 

 

「下の意見をきちんと聞く風土がある。下から上にものを言えない雰囲気はないです。

リーダーに対してもフランクに言いたいことがいえる。やりたいことをやらせてもら

えます。」（創技研） 

 

「エーザイの風土として、少なくとも研究所では、僕が入社してからは何かあるとす

ぐ話をしてという風土はありますね。」（創技研） 

 

「○○をやれとは言われないんです。好きなことがやれるのがうちの社風だと思う。」

（東京医薬 8 部） 

 

「入ったときのイメージからいうと、自由な集団ということです。一、二年でも思っ

たことをやらせてくれるので。自分のやりたいような仕事のやり方ができる。」（シス

テムコンポグループ） 

 

「仕事のやり方については自由です。みんなもそうだと思う。」 

（飲料システムグループ） 

 

このように異なる企業で同じような社風に関する表現があるのは偶然だと思われる

が、それぞれに「自由に仕事ができる」、「なんでも話せる」といった認識が社員に共有

され、それが習慣的な身体知になっている様子がうかがえた。 

それでは、そこで共有されている企業風土はどのように形成されるのか。それは、個々

の職場におけるメンバーひとり一人の言動（身体性に基づく言語的活動）によって決ま

ると考えられる。企業において社員は、自らの身体性によって「場」を経験している。

それは「いきいきした現在」という現在性の世界である。「場」の感覚は、この「いき

いきした現在」によって直接的に身体に与えられることから形成される。そして、その

ような具体的な「場」の感覚が広く共有されるようになったものが、企業の「場」の性

質であると考えられる。一端、企業の「場」の性質がある程度共有されると、今度はそ
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のことによって個々の「場」が影響をうけるようになる。また、個々の「場」はその構

成メンバーの身体性を通して相互に影響しあうようになり、そこで生成された共通の

「場」の感覚は、「社風」として個人の習慣化された身体において再生されていく。ま

さに、「場」が西田のいう「一即多、多即一」の状態になっていくのである。このよう

に、それぞれの「場」が個人の身体性を通して自己言及的に自己を生成・再生していく

ことが「場」の自己言及性の特徴である。 

 

1.1.3 根源性（意味性） 

(7)根源性・意味性 

「場」の理論モデルでも確認したように、「場」の意味性とは、その「場」がどんな

「場」であるのかという「場」の性質の意味づけのことである。われわれは、「そこ」

がオフィスなのか公共の広場なのか、会議の「場」なのか雑談の「場」なのかを、間主

観的に意味づけており、その意味の枠によって「場」の性質が決まる。企業の「場」の

認識において意味性と根源性にかかわるのは、企業におけるビジョンである。ビジョン

とは、「場」に意味を与えると同時に、その「場」がどんな「場」であるか、その「場」

がどんな「場」でありたいかが決まる根拠でもある。企業におけるビジョンとは、企業

が環境（生活世界）とのかかわりにおいて、どのような存在でいたいかという意思表明

なのである。「場」の意味性について、具体的な事例によって見ていくことにする。 

 

「われわれのグループでやるろうとしていることは、はっきりしているので、職場で

のビジョンはある。創技研のビジョンは、トリガー、シード、リード化合物を提供す

るというのが目的でもあるので、わかりやすいし違和感ないです。」 

（創技研） 

 

「研開の中で『よい薬をよりはやく』というのを一つの命題にしていて、天然物グル

ープの中で何かやろうとするときに、いったん『よい薬をよりはやく』というのをベ

クトルの方向と考えて、それにあっているかどうかを考えることで、そのことで自分

のモチベーションなり、生き甲斐や働きがいというのが生まれてくると思います。」

（創技研） 

 

それぞれの職場でビジョンがある（方向性がはっきりしている）だけでなく、職場を

超えた部門としてのビジョンがあること、またそのビジョンと職場のビジョンが整合的

であることが、「ビジョンのある」という表現に繋がり、それがそのまま「場」の意味

に反映されている。 

 

「木村部長は、すごく方向がはっきりしていて、何をしなければいけないか、こうい
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う目的だからこれをやるというのが非常にはっきりしているので、すごくやりやすい

ですね。」（東京医薬 8 部） 

 

「アリセプトが出てきて、方向性がはっきりしてきました。プロモーションの形がか

わって、間口がひろがった。エリアとして全体的に考えるとようになったというか。」 

（東京医薬 8 部） 

 

 東京医薬 8 部では、職場に「ビジョンがある」ということが組織長に「ビジョンがあ

る」ことと直結していた。エーザイでは hhc効果（アリセプト効果）と名づけたような

ビジョンの存在、さらに、そのビジョンを実現するような具体的な「場」や商品の存在、

またビジョンを実行に結びつけるリーダーシップの存在が指摘できよう。ただ、ビジョ

ンが示されただけでは、意識である能動的志向性は働いても、必ずしも行為には結びつ

かない。具体的な行為に結びつかなければ、感覚素材が与えられず空虚表象も蓄積され

ない。ビジョンの意味が身体化されないということは、その本当の意味がわからないと

いうことである。たとえば、 

 

「アリセプトが出てきたから、かなり考え方が hhcと結びつくようになりました。患

者様からの声も多くあがりだしたので、具体的に自分たちがやらなければいけないと

いうような思いが強くなりましたね。」（東京医薬 8 部） 

 

hhcビジョンがアリセプトとう具体的な商品に結びついてはじめて、ビジョンの意味が

わかったと言っている。ビジョンの意味がわかったということは、具体的な行為を通し

て自分でビジョンを定義しなおしたという意味であろう。このような意味で、行為に結

びつく（身体化される）ためには具体的な活動の「場」においてビジョンを具現化する

プロセスをガイドするモノ（商品）やリーダーの存在が重要になるのである。 

 

「組織長は、成果に対してどうこういうわけじゃないんですが、どういう目的でやる

のかというビジョンがないと怒られたりします。」（東京医薬 8 部） 

 

「このプロジェクトはどういう目標があるのか、全体がどういう仕事で今やったこと

にどういう意味があるのか、ということを（自分自身で）考えることはよくあります。」 

（システムコンポグループ） 

 

「グループミーティングの時なんかに『自分なりに考えてやれ。自分の意見をもって

何でこれをやっているのかよく考えろ』としょっちゅう言われますし、自分が考えな

いとやることがなくなるので。次にこれがやりたいということを言わないと仕事が出
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来ない。」（システムコンポグループ） 

 

このような仕事の目的や「場」の意味を考えることを促進しているのは、その「場」の

意味について様々な想像を働かせることによって、その「場」を成り立たせている「場」、

つまり「場」の根源性について考えることが経験的に重要であると考えられているから

であろう。常に、能動的綜合を働かせていることで、受動的綜合が触発されるからであ

る。 

 

一方、エーザイの研開部門やマエカワではビジョンの曖昧性が指摘された。企業全体

としての方向性を示すビジョンは示されているが（「hhc」や「共創、トータルサービス」）

それが具体的な行為に結びけられないからである。また、マエカワでは、企業化計画づ

くりという個別の独法のビジョンを決めるプロセス的行為が、最近あまり真剣に行われ

ていないという。そのことが、個別独法という「その場」を決めるビジョンの不在を招

き、そのことが「場」の性質を左右していると考えられている。 

 

「hhc活動は悩ましいですね。合目的的じゃないので、会議をやっても何を決めると

いうわけではないから、非常に疲れる。特に hhcについて考えてみましょうというの

は辛いですね。みんなの意見が聞けていいとはおもうけど。」 

 

「研開での hhc活動ってすごく難しい。そこが明確になっていないので、みんなそこ

で悩んでいるというか。やっぱり MR さんが患者様と直接ふれあうことで hhc活動を

やっている話をきくとすごくうらやましいと思った。でも、自分たちにはできないね

って。」 

 

このような表現がされるということは、hhcというビジョンははっきりしているのだ

が、ビジョンについて議論をしていても、ビジョンの中味がはっきりするかどうかが問

われているからである。ビジョンが一体何を具体的に意味しているのか、それぞれの身

体性に結びつけられていないのである。 

 

「最近、企業化計画をやらなくなった。自分たちで環境がどうだ、こうしなくちゃい

けないということを、若手を含めて全員でやっていない。５年くらい前までは若手の

勉強会とかをやっていたが、最近はそれもやっていない。そういうことをやっていな

いので、見えにくくなっているのではないか。」（システムコンポグループ） 

 

「飲料市場でお客さんの立場に立った提案をして、いいものを納めるというのがうち

の目標なので、それはみんなが共有していると思います。私も当然そう思っています
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し。ただし、全社の方向性というか、トータルシステムとかは何をやっていけばいい

のかよくわからないですね。」（飲料システムグループ） 

 

「独法化したころは、それぞれが経営者の立場で話をしてた。我々の独法とか、（自

分より）もう少し上の世代だと新入社員のころから企業化計画づくりに参加してた。

それが今は形骸化しつつあるから、わかりにくくなっている。」（飲料システムグルー

プ） 

 

「見えにくい」というのは、視覚的に「見えない」ということであり、受動的綜合（身

体性）が働かないことを示している。全社ビジョンのように抽象度の高い言葉の場合は、

その言葉をめぐって自分の持っている言葉や身体知をすべて使って「見よう」、「わかろ

う」とする必要がある。言語（能動的綜合）の裏には身体知（受動的綜合）が常に随伴

しているわけであるから、ビジョンを議論する、ビジョンの意味を考えるということは、

いわば、複数の身体が言語を解して暗黙知と暗黙知をぶつけあっていることでもある。 

 

事例の解釈によって、ビジョン（目的、目標など）が「場」の意味性と根源性にかか

わっていることが確認できた。「場」の意味性とは「場」の拘束条件のことである。「場」

をどのように意味づけるかは、その「場」がどんな「場」であるかを決める根拠が必要

である。そして、その意味づけの根拠がその「場」を成り立たせている「場」（西田的

「場所」）であると考えられる。「場」の根源性は、西田哲学で言うところの絶対無の場

所につながっていくのである。ビジョンは、このような「場所」を根拠にしていること

において「場」に影響を与える。しかし、ビジョンは一方的に「場」を意味づけるわけ

ではない。ビジョンは個別の「場」によって具体的な行為に関係づけられ、新たな地平

（意味連関）に位置づけられることで、再定義される。「場」とビジョンの関係は、相

互に規定し合う関係にあると考えられる。 

 

1.2 企業における「場」のモデル 

 職場における「場」の認識に対する考察と分析から、企業における「場」の特徴が明

らかになってきた。以下では、企業における「場」の特徴をいくつかの観点から説明す

る。 

 

1.2.1 企業における「場」の概念モデル 

図表 6-1-1 は、先に検討した企業における「場」の性質を考慮にいれて、「場」の理

論モデルを修正した企業の「場」の概念モデルである。われわれが企業の「場」として

認識しているのは、関係性によって意味付与された時空間であると考えられる。企業の

「場」の概念モデルは、個の身体性（二重性）を基盤としながら、他者との間で間主観
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性・間身体性という関係性が働くことで、対話や実践といった関係的な行為を通して意

味が生成され、その生成された意味によって「場」が形成されることを示している。ま

た、企業における「場」は、「生き生きとした現在」としての「場」が、職場や企業の

「場」に埋め込まれており、重層性を形成している。そして、その重層化された「場」

は、生活世界における「場所」の根源性に基礎づけられている。われわれは、その根源

性を、ビジョン（目標・目的など）を具体的に身体化する行為の過程において感じとっ

ていると考えられる。 

 

企業の「場」の概念モデル

生活世界＝「場所」（根源性）

「場」

職場

企業の「場」

能動的志向性

受動的志向性

能動的志向性

受動的志向性

能動的志向性

受動的志向性

意味性

間主観的・間身体的時空間

関係性（行為：対話と実践）

 

 

1.2.2 「場」の類型 

職場における「場」の性質の考察から、いろいろな企業の「場」の性質が明らかにな

ってきた。たとえば、具体的な企業の職場では「場」はさまざまな形で認識されている

ことがわかった。企業の「場」においても、われわれは「場」を能動的志向性の間主観

的な働きによって対象化された側面と、受動的志向性の間身体的な働きによって対象化

されない側面の二重性において認識していることが確認できた。間主観性によって対象

化された「場」は様々であるが、具体的な企業の「場」のあり方に即して類型化したの

が図表 6-1-2 である。対象化され意味づけられた「場」を類型化するならば、主に、集

団やプロジェクトの「場」ように行為の枠組みとしての「行為的時空間」、オフィス、

会議室、工場のように物理的な空間としての「物理的時空間」、インターネット上の電

子会議室などバーチャルな空間として「仮想的時空間」の三つに分類することが可能で

ある。これらの時空間には受動的志向性の間身体的な働きによって、対象化されない場
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が随伴している。もちろん、実際にはこれらの場が分けられて認識されているわけでは

なく、通常は混在している。しかし、われわれは、何らの意味を付与することによって

「場」の個別性を具体的に区別しているのである。 

 

対象化されていない場（身体知＝暗黙知）

対象化された場

コンセプト化
物理的時空間 （場所 例：オフィス空間、工場）

行為的時空間（行為の枠組み）

（例：集団・プロジェクト）

仮想的時空間（コンピュータ・ネットワーク）

（例：サーバスペース上の電子会議室）

図表6-1-2：場の類型

 

 

 

1.2.3 「場」の重層性 

企業の「場」の概念モデルにおいても指摘したように、われわれは「場」を感じ分け

ている。この感じ分けられている「場」を概念的に理解するなら、その「場」は重層性

に存在していると仮定することができる。しかし、この重層性という性質は、われわれ

の日常生活においては特に意識されず区別もされない。それは、われわれに最も強い影

響を与えているのは、ひとつのまとまりをもった「生き生きした現在」として直接的に

与えられている身体的な「場」であり、その「生き生きした現在」の「場」を通して「場」

の重層性が間接的に与えられるからである。このような意味で、「場」は段階的に重層

化しているのではなく、入れ子状に重層化していと考えられる。つまり、われわれは重

層化された「場」に埋め込まれているのである。 

図表 6-1-2 は、このように入れ子状に重層化された「場」のモデル図である。企業と

いう「場」において社会化され続けている個人は、能動的綜合の領域・受動的綜合の領

域の二重性を職場の構成員たちと共有している。つまり、個人は間主観的・間身体的に

共有化された個別具体的な「場」に「棲んで」2いるわけである。そして、その「場」

は、その「場」を成り立たせているところの「場」である職「場」に於いて成立してい

 
2 メルロ・ポンティは、身体的空間の説明の中で、「われわれの身体は空間の中にあるとも、時

間の中にあるともいってはならない。われわれは空間と時間に棲む（inhabit）」と述べている。

（Merleau-Ponty,1982,p.237） 
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る。また、職「場」は、職「場」を成り立たせる「場」であるところの企業の「場」に

於いて成立している。また、企業の「場」もその「場」を成り立たせる「場」において

成立している。企業の「場」を成り立たせる「場」は生活世界である。これら、それぞ

れの「場」を成り立たせる「場」とは、すなわち、（西田的）「場所」であると捉えられ

る。 

企業の「場」を成り立たせる「場」（市場・環境）

企業の「場」

いきいきした現在としての「場」

生活世界

職「場」

図表6-1-3:入れ子状に重層化した「場」のモデル図

 

 

このように、企業における「場」を、「生き生きとした現在」としての「場」、所属集

団の「場」、企業全体の「場」に区別した場合、これらの「場」の違いは、（意識的・無

意識的に）共有化された思考様式・行動様式の範囲の違いとして認識されている。つま

り、企業全体の「場」がもっとも広く共有化された思考様式・行動様式を表現しており、

所属集団の「場」、「生き生きした現在」としての「場」となるにしたがって共有化の度

合いは狭くなると考えられる。しかし、実際には、所属集団の「場」と「いきいきした

現在」としての場が同じ場合もあるだろうし、組織横断的なプロジェクトであれば、所

属集団の「場」より、プロジェクトの「場」の方が共有化された思考様式・行動様式の

範囲は広くなるかもしれない。それぞれの場は混在した形で認識されている場合がほと

んどであろう。しかし、いずれの「場」も、企業の「場」であると認識されていること

は間違いない。「場」の重層性の構造は、このようにそれぞれの「場」が一つの「場」

として感覚に与えられると同時に、それぞれが影響を与え合う自己言及的な性質ももっ

ている。 
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1.2.4 個人と「場」 

企業の「場」を個人の観点から見るとどように考えられるだろうか。個人においては

「いきいきした現在」としての「場」が、その時点での唯一の「場」として直接的に与

えられている。しかし、同時に能動的綜合における自覚的な意識のレベルでは、多様な

「場」が認識されていた。このことは、個人の観点からすれば、さまざまな「場」が交

差していると考えられる（図表 6-1-4：「場」と個人の関係）。 

「場」は入れ子状に重層化しているというモデルを先に挙げたが、その入れ子状の重

層性はすべてが重なった「場」でなく、個人に焦点化されて部分的に重層化していると

考えた方が現実的であろう。個別に意味づけられた「場」においては、その「場」の参

加者も範囲も異なっているのが普通だからである。このようにモデル化することによっ

て、間主観的・間身体的に認識される「場」の像が、個人によって少しずつ違っている

ことが説明できると思われる。 

 

個

生活世界＝場所（根源性）

「場」

「場」

「場」 「場」

「場」

図表6-1-4：「場」と個人の関係

 

 

1.2.5 遍在的な「場」と局在的な「場」 

企業は組織の一形態であるが、広義の「場」であるともいえる。広義の「場」とい

う意味での「場」は、われわれが身体において世界を知覚している「場」的存在である

ことにおいて問題となる遍在的な「場」（場の一般形態）のことである。このような広

義の「場」は、われわれが身体的な知覚を行っている場合にはおしなべて存在する。人

間が「世界内存在」として存在していることそのものが「場」の存在根拠であるからで

ある。このような遍在的な「場」に関しては、われわれは「場」があるとか「場」がな
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いとか言うことはできない。Merleau-Ponty が言うように、われわれが「場に棲む」

ということは、「場」的存在として人間を意味しているのである。また、西田が論じた

「場所」も、人間の根源的な成立要件としての「場」の性質を問題にしていた。 

一方、企業における知識創造という文脈において問題になるのは、ある特定の合目

的性によって意味付与された個別的で局在的な「場」（場の特殊形態）である3。われわ

れが通常、「場」があるとか「場」がないとか、「場」をつくるという表現を用いるのは、

このような局在的な「場」に関してである。清水が指摘するように、遍在的な「場」（西

田哲学における「場所」）と局在的な「場」は、根源性において同じ「場」である。わ

れわれは、日常生活では、現象学でいうところの「いきいきした現在」としての「場」

を認識しているのであり、通常は、遍在的な「場」と局在的な「場」を区別することは

できない。 

われわれが、実際に「場」を区別して認識することを可能にしているのは、「場」の

意味性、すなわち、その局在性の根拠であるところの拘束条件によってである。先に述

べたように、能動的志向性による意味づけによってしか、その局在的な「場」を遍在的

な「場」から区別することはできない。つまり、その「場」がどんな「場」なのかは、

遍在的な「場」を何らかの観点から局在的な「場」として意味づけることよって決まる

と考えられる。 

 
3 Husserl は、「時間の継続性と教材性における個別化」において、次のように局在性の説明を

している。「局在性とは、ある同質性の領域に共在するものを秩序づけ、その内部において同

時に存在する同等のものを個別化しうるものである。あらゆる継続的な（融合と際立ちからな

る）統一が、その時間形態と個別的な一をもつのと同様に、ここに属する局所的な野のすべて

の共在性の統一は、ある野の形態と個別化をもっている」（Husserl,1925,山口他訳,p.207）。 
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第 2 節 企業の知識創造活動における「場」 

 

本節では、企業における知識創造活動を「場」の観点から考察するために、エーザ

イにおけるアリセプトの開発事例（製品開発と「場」）、マエカワにおけるパン工場改善

プロジェクトの事例（顧客と「場」）、エーザイにおけるアリセプトの拡販事例（地域と

「場」）の三つの事例を取り上げる。以下では、それぞれの事例の知識創造活動におい

て、どのような「場」が生成・維持されたのかについて、第 1 節で導出した企業の「場」

の概念モデルに従って分析と考察を行っていく。 

ただし、1.2.4.の遍在的な「場」と局在的な「場」に関する考察で明示したように、

ここでは、知識創造活動のプロセスにおいて、知識創造という目的において意味づけら

れた局在的な「場」に焦点を当てることにする。したがって、特に明示しない限り、そ

れぞれの事例において、何らか目的の実現のために意味づけられた「場」（プロジェク

トや会議など）を「場」として記述する。ただし、考察を行う際には、その局在的な「場」

の基盤となっている遍在的な「場」も射程にいれることにする。 

 

2.1 製品開発と「場」 

製品開発と「場」の関係を、アリセプト（アルツハイマー型痴呆症の治療薬）の開発

プロジェクトの事例から考察する。このプロジェクトの出発点では、いくつかの条件が

重なった。 

第一のきかっけは、研究所の組織改変である。内藤研究一部長（当時）が、筑波研究

所に赴任して最初に行ったのは、それまで合成系、評価系という機能別であった組織編

成を領域別の組織編成に変えたことである。それに伴って、領域ごとにどのようなテー

マを狙っていくのか戦略の練り直しが行なわれた。その結果、脳神経領域のテーマとし

てあがってきたのが、老年痴呆（アルツハイマー型痴呆）の治療薬であった。第二のき

っかけは、先行品としてアセチルコリンを増やす薬が開発されたことである。少しでも

薬になる可能性の高いテーマを日々模索していく研究者にとって、これは大きな動機づ

けにつながった。第三のきっかけとしては、時期を同じくしてアセチルコリン阻害に関

係すると思われるようないくつかの化合物が見つかったことである。 

 そして、これはプロジェクトのきっかけではないが、アリセプト開発のリーダーであ

った杉本八郎が、自分の母親を痴呆症で亡くしその介護の体験から「痴呆の薬をライフ

ワークにしよう」と決意したことも、プロジェクトが成功する上で重要な要因であった

と考えられる。アリセプト開発の要点を整理すると以下の四つの点が挙げられる。 

 

2.1.1 研究所という「場」 

第一は、当時の筑波研究所の存在である。当時の筑波研究所は、小石川にあった研究

所から移転したばかりであった。次期社長である内藤が研究所長として赴任し、研究所
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に新しい「場」をつくるために尽力した。内藤は、昼夜となく研究員と対話をし、激励

をして回った。カツサンドのエピソードは、内藤の意気込みを表していると思われる。

また、内藤は、マイルストーンの設定やすぐれた研究への表彰制度、さらに評価委員会

を設置し、プロジェクトの進捗とその意味を問う「場」をつくり、創薬にむけてそれぞ

れの「室」が新薬の開発を競う状況も作り上げた。この時に行われた厳しい審査が当時

の研究のレベル全体を押し上げたという。当時の研究所の様子を表す「エーザイ不夜城」

という表現は、それぞれの室が激しい開発競争にあった当時の様子を端的に物語ってい

る。新たな地につくられた新しい研究所で、組織編成が刷新され戦略の練り直しが行わ

れた。そこで組織として痴呆剤を開発するという意思決定が行われたのである。 

筑波研究所に研究所が移転したことは、アリセプトの開発にどのような影響を与えた

であろうか。それは、研究所という「場」の意味の問い直しにつながったと考えられる。

新たに戦略を練り直すということは、「場」の根源性に遡って「場」の意味を考えると

いうことでもある。戦略を練り直すことは、外部との環境において自分たちがどのよう

な存在でありたいかという意識（能動的綜合）を活性化させ、それが受動的綜合をも刺

激することだからである。 

 

2.1.2 自由な対話の「場」 

第二に、若いメンバーを中心にした機動的で、自由かつ対話の多い職場であったこと

である。研究所の移転にともない、さまざまな事情によって筑波に異動できない人間は

小石川（現在の臨床開発センター）に残ったので、筑波研究所には大学を卒業したばか

りの若い研究員が数多く採用された。プロジェクト・メンバーも、リーダーを除けば、

ほとんどが 20 代後半から 30 代前半という若いメンバーたちであった。彼らは、大学

時代の延長の感覚で長時間の勤務にも不満もいだかずに、リーダーの指示通りに大量の

化合物を合成した。彼らが厳しい指示にも耐えられたのは、職場そのものが、自由で対

話の多い「場」だったからであろう。 

 

「実験が好きだったし、給料もらって合成やらせてもらえるんだから、こんなにいい

ことはないって思ってました。実験器具や試薬も言えば買ってもらえるし、残業すれ

ば残業手当もつくし。大学の研究室の延長みたいだったから、大変なことをやってい

るという感じはなかったです。どういうものをつくるかは議論しましたが、実際に何

をつくるかは自分できめてました。自分のつくりたいものをつくっているという感覚

でした。」4 

 

「自由にやらせてもらってました。入社 2 年目で右も左もわからない状態で、つくっ

 
4 巣組 
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たものを評価して効いたか効かなかったかで一喜一憂してました。効いたらなんで効

いたんだろう、効かなかったら何できかなかったんだろうって、しょっちゅうそうい

うことを話してました。だから、杉本さんに対しても『こんなことはだめだ』って、

年の差とか関係なく言ってましたね。」5 

 

新たな若い人材がたくさん採用されたことで、多様な身体が集まったということが挙

げられよう。多様な身体は多様な視点を持ち、それまで「見えていなかったところ」、

「他の見え方」が新たな「場」の意味づけに既存にはない視点をつけ加えたと考えられ

る。さらに、自由で対話の多い職場であるということは、間身体性における他者のキネ

ステーゼや感情が、対話という身体を介した行為によって直接的に伝わってくるという

ことであり、自覚する以前の受動的綜合である対化の衝動が常にメンバー内で起こって

いるということである。このような身体性を通しての周囲世界との原交通が活性化され

ていることは、能動的志向性を刺激すると同時に、ひとり一人がそのような行為におい

て習慣化された身体をもつことにもつながった。受動的綜合を通してそれぞれの身体に

乗り移り、多様な身体の無限の可能性が生まれたのである。そのことが、プロジェクト

におけるわれわれ意識（「場」との一体感）や当事者意識をも育んだと考えられる。 

 

2.1.3 新しい人材 

第三に、新しい人材がタイミングよく加わってきたことである。 

第一の新しい人材は、実質的なプロジェクトのまとめ役をしていた土屋である。杉本

はプロジェクト全体のリーダーであったため、実際の合成はほとんど行っておらず、実

働部隊のまとめ役をしていたのは、他の研究員たちと年齢の近い土屋であった。土屋は、

杉本が好んで合成した化合物とは違うタイプの化合物の合成に長けていた。 

 

「それまでは結構簡単なものをたくさんつくってたんですが、土屋さんが途中から入っ

てきて、ペプチドを合成するということで、活性をみながらここをデザインしましょう

とか、ある程度ねらいをつけてやってました。今になって考えれば当たり前なんですが、

土屋さんという新しい人が入って、今までやってない構造に変えるという発想が入った

ので、グループとしても飛躍できたと思います」6 

 

実際に、生体利用率が低かったため薬にはならなかったが、このプロジェクトで合成

された化合物の内、最も薬効の高いものを合成したのも土屋であった。 

第二の新しい人材は、のちにアリセプトを合成することになる飯村であった。飯村は

 
5 日暮 
6 日暮 
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当時まだ筑波研究所には少なかった新卒の博士課程修了者で、特に合成の腕が高かった。

他の研究員たちが手がけていなかった化合物の合成を手がけたのも、さまざまな合成ル

ートの知識があり実際に合成の技術に自信があったからである。 

第三の異質な人材は、CADD の専門家であった川上である。当時はまだあまり盛ん

でなかった構造活性相関のアプローチから創薬開発に CADD を導入した中心メンバー

が川上だった。BNAB というプロジェクトがドロップした後、もう次はないという土

壇場のところで、アリセプトの鍵になるいくつかの構造的特徴を発見し、それを飯村に

合成するように頼んだのが川上であった。すでに多数の化合物が合成されておりターゲ

ットが絞れていたことに加え、飯村の腕と川上の知識がなければ、一年間という短いプ

ロジェクトの延長期間内に、アリセプトの合成が成功したかはわからない。実際に飯村

がアリセプトの合成にしたのは、プロジェクトのデッドエンドのわずか一ヶ月前だった。 

 このような新しい人材が集まったということは、多様な身体が集まったということで

ある。多様な身体は多様な視点を持ち、それまで「見えていなかったところ」、「他の見

え方」が新たな「場」の意味づけに既存にはない視点をつけ加えたと考えられる。また、

それぞれの人材が、知識（形式知）だけではなく具体的な合成のスキルを身体化させて

いたことも挙げられよう。そのような身体がプロジェクトに加わったことで、受動的綜

合の対化の現象が更に活性化し、短期間でのアリセプトの合成につながったと考えられ

る。 

 

2.1.4 コーディネータ 

第四に、コーディネータとしてのプロジェクト・リーダーの存在である。杉本の功績

には大きな意味で二つある。一つは、プロジェクトを立ち上げ、存続させたこと。あま

りにも自明なことであるように思われるが、当時脳神経領域で一品もモノがなかった状

況で、プロジェクトを立ち上げることは簡単なことではなかった。ましてや、一端ドロ

ップしたテーマを再度立ち上げることは非常に困難だった。一度ドロップしてしまった

テーマは、内容やプロセスがどうであれ、「見込みなし」というレッテルを貼られてし

まうことである。こうなると、通常はプロジェクトの再立ち上げは見込みがない。プロ

ジェクトを立ち上げ、存続させたことの背景には杉本の個人的な「思い」があった。 

 

「6000 から１万という膨大な化合物の中から、わずかな可能性のある１個を探り当

てる。それが新薬の研究開発です。製薬メーカーの研究者は、そのわずかな可能性を

追い求めて研究開発を 10 年、20 年と続けていかなければなりません。それを支える

のは、いい意味での野心だと私は思います。せっかく企業に入ったのだから、企業の

中で功なり名を遂げたいという思い。そして、患者さまの苦しみをやわらげるために

なんとしても開発を成功させたいという強い信念。研究者のその精神が、世界で注目
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される新薬開発、ファルマ・ドリームにつながっていくのだと思います。」7 

 

もう一つは、外部との「場」に常にアプローチし自らも積極的に関与することで、自

らのプロジェクトの「場」を守りぬいたことである。杉本は、一緒に仕事をしている評

価チームだけでなく、薬の副作用などの安全性を確認する安全性チームにも日参し、「強

引」ともいえる程の押しの強さで自分たち化合物を検査の途中に割り込ませた。また、

探索研究が一段落ついた後でも、次行程である前臨床の開発研究のために川島工場（岐

阜県）に行ったり、工業化するためのプロセス研究に顔を出したりした。このテーマに

関係ある会議には必ず出て、テーマの進め方に「介入」8していったという。このよう

に、ドロップさせないという強い意志は、先に述べたような「思い」に支えられていた。 

杉本の行為は、「場」の意味づけ、「場」における関係性を育んだということに繋がる。

逆風の中でのプロジェクトの立ち上げは、新たに意味づけられた「場」を意図的につく

ることであった。また、プロジェクトへの介入は、実際に身体性を介入させることによ

って、プロジェクトのそれぞれのステージにおいて担当者たちと間主観的な関係性を構

築することにつながった。そのことによって能動的綜合の領域だけではわからない細か

な問題点や相手の思考様式・行動様式に合わせていくことができたと考えられる。 

さらに、このような杉本の行動の背景に、強い「思い」があったことも看過できない。

現象学において、過去地平に沈潜している空虚表象の目覚める生の「動機」は、「広い

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」

（Husserl,1925,山口他訳,p.253）であるという。強い「思い」とは、情緒がもつ根源

的な価値づけのことであると思われる。つまり、能動的綜合の領域において強い「思い」

を持つことによって、感覚素材と結びつこうという空虚表象の潜在的なポテンシャルを

高めることにつながっていたと思われる。さらに、その「思い」は個人的な「生活世界」

での経験がベースになったものであり、このプロジェクトを成立させている「場所」の

根源性に根ざすものだったのである。 

 

2.1.5 まとめ 

 インタビュー調査において、プロジェクト・メンバーたちは、アリセプトの開発には

多くの「偶然性」があったと主張した。決して意図的に計画的にやってできたものでは

ないし、誰か一人の力でできたものでもなく、プロジェクトに関わった人全員の総力に

よって実現したことを強調する。それは、プロジェクトのメンバーたちが、このプロジ

ェクトの「場」と自他非分離の関係になっていたことを示唆すると思われる。すなわち、

 
7 杉本（エーザイホームページより） 
8 巣組 
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Buber のいうところの、この我－汝関係が実現していたのではないだろうか。我－汝関

係とは、人格相互の交わりのことであり、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。人は汝(Thou)に向かうことによって、その人の集

一性が実現し、自分の全体をかけた集中が可能になる。BNAG の約一年間（10 ヶ月）

は、まさに（客観的な）時間との戦いであったと思われる。その制約条件の中で、ひと

り一人が集中力を高めていくことで、そのひとり一人の集中が共鳴して更に集中度を高

める。そして、すでに間身体性において共有されていた対化の現象が加速化され、潜在

能力が働きあって次第に方向性が定まったように思われる。 

 さらに、アルツハイマー型痴呆症の薬が、当時の生活世界の現実に根ざした薬であっ

たことも間接的に影響を与えていると思われる。 

 

「アメリカでは新薬の承認のとき患者や家族のヒアリングが行われるんです。そこで、

患者や家族がいかにその薬が必要であるかを訴える。それによって、新薬として承認

されるかどうか、またどの程度優先的に審査してもらえるかが決まるんです。」9 

 

「客観的にみていくだけでは薬は出てこないんです。厳しい批判はたくさんあるし、

ちょっとしたことでドロップしてしまうこともある。だから、少なくてもテーマをや

っているメンバーに『何としてもものにするんだ』という気持ちがないとね。」10 

 

このような患者の思い、創る者の思いが背景にあり、リーダーの個人的な思いの強さ

と相まって、生の動機を高めたと思われる。 

アリセプトの開発では、内藤がつくりあげた筑波研究所という新たな「場」と、杉本

が率いたプロジェクトの「場」が、アルツハイマー型痴呆症に苦しむ患者様の生活世界

と、それぞれの強い生の動機によって結びつけられ整合的な関係になっていった。アリ

セプトに関連した「場」は、結果的にではあるが、（西田的）「場所」の根源性に根ざし、

それに導かれて進められたということが言えよう。 

 

2.2 顧客と「場」 

顧客と「場」については、マエカワのパン工場の改善プロジェクトの事例を取り上げ

る。このパン工場の改善プロジェクトは、マエカワにおける「トータルシステム」、「共

創」というビジョンを実践した先駆け的な事例と言われている。 

 

「トータルシステムというのは、お客さんの潜在的な意識、潜在的な問題点というも

 
9 尾澤 
10 佐神 
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のを、本質的に探っていくということに関しては、自分たちだけの狭いモノの考え方

では無理なんだ、総合力で考えなくてはいけないんだということなんだよね。製販技

といわれていたけど、営業案件の中で、単に技術屋を連れて行けばいいというわけじ

ゃない。やはり、顧客の場の中に入って、いろんなものの見方を総合していこうとい

うところが不可欠だと思う。」11 

 

「トータルシステム」、「共創」は、顧客の「場」の中に入って潜在的な問題点を顧客

と一緒になって探っていくことであるという。 

このパン工場の改善プロジェクトでは、マエカワ側からの積極的な働きかけ（「場」

づくり）があった。タカキベーカリーは、もともとパンを通して生活の中に新しい提案

を行ってきた企業である。その原点にあるのは、ヨーロッパ風のパンを日本中の人に食

べてもらいたいという想いであり製品哲学であった。それを実際の工場という「場」に

おける生産設備の中にどのように具現化していくかが今回のプロジェクトの要点であ

った。製品哲学を貫くにはそれを支える基盤が必要である。基盤をつくるには、一つの

工場の生産体制だけが問題なのではなく、タカキベーカリー全体の生産のあり方が問題

になる。そこまで問題を掘り下げられるか、掘り下げられる「場」をつくれるかどうか

が課題だったのである。 

 パン工場改善プロジェクトの要点を整理すると以下の四つの点が挙げられる。 

 

2.2.1 関係性 

第一に、長期にわたる関係性と信頼関係があり、かつトップ会談などを通して両者の

製品哲学が共有されていたことである。このことによって少なくとも現場レベルでの

「信頼関係」が築かれていた。このプロジェクトに最初から関わったマネージャーであ

る河野郁徳は、タカキベーカリーとの関係を次のように振り返る。 

 

「最初にタカキベーカリーさんにお世話になったのは、広島営業所にいた時で、千代

田工場の２期工事だったと思う。秦野の冷凍生地工場は立ち上げから関わった。それ

以来増設や拡張工事にはいつも使ってもらっていた。工場の中で仕事をすると、でき

ようができまいが、そんなこと関係なしに、どうしても生産ラインの方に目が向いて

いくわけよ。だから、生産ラインに生産に関することに興味があるから、いろいろ話

をしながらこうしよう、ああしようって、食品をつくることについてお客さんと話を

してた。」12 

 

 
11 佐野,第 1 回 
12 河野,第 3 回 
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このプロジェクトは「場」づくりを意識的に行うことからスタートした。このことは、

マエカワの側に現状の閉塞感の中で『「場」をつくらなければ新しい仕事は生まれない』

という強い危機意識があったことが背景にある。顧客企業の側にもこのままの形でホー

ルセール事業を続けていても自分たちの製造哲学を貫けないという危機意識があった。

両者の危機意識は、市場の変化の中で自らの存在性を問うという意味で共通の問題意識

であり、そのことにおいて「場」の生成の契機がつくられた。 

このプロジェクトの前提にはお互いの信頼関係があったという。河野が述べているよ

うに、工場の仕事を通して顧客とは深いつながりが出来ていた。現場に入り込みともに

身体を動かすことで、顧客の現場での身体のリズムや身体の動かし方を直接感じられる

状況にいた。相手の身体に関する感覚が欠けていては、共同作業は不可能であり、この

自覚にのぼらない間身体性という関係性が顧客との間に形成されていた。信頼関係とは、

このような間身体性を通じたお互いの行為に対する信頼であったと考えられる。また、

工場の生産ラインに興味があり、「どうしても生産ラインに目が向いていく」と述べて

いるように、能動的に自覚して目を向けなければいけないということではなく、文字通

り「目が向いていく」のであり、身体が受動的綜合の領域で関心を向けるということで

ある。「興味をもってラインを見る」という意図的関心が繰り返される中で、習慣化し

身体化した関心が身体を向けさせるようになるのである。このような習慣化され身体化

した関心は、常に受動的綜合の対化の現象を刺激している。いわば、それは「暗黙知の

育ち」を促すことでもあったと考えられる。 

 

2.2.2 「場」の再編と結合 

第二に、マエカワの提案によって「場」の再編が行われ、新たに連結された「場」で、

企業化計画という対話を通じてビジョンを明らかしていったことである。もともと、こ

のプロジェクトは、マエカワが加わった時には既にスタートしていた。つまり、「場」

は先にあったとも考えられる。しかし、その「場」からは、タカキベーカリーが納得す

るような提案が出てこなかった。 

 

「最初に、工場の中だけでは駄目ですよ。出荷まで見ないとって言われたんです。

それで、もう一度よく調べてみてくださいっていうことになった。そうしたら、出

荷までみただけでは駄目ですよって。配送から営業までさかのぼってみないと問題

は解決しませんと。それで、ホールセール事業のあり方を根本的に議論しようとい

うことになったんです。」13 

 

「全部の問題を一からつぶしていったら、最終的に工場の生産システムそのものを全

 
13 吉村 
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社の中でどのように位置づけるのかという問題まで行きついてしまった。そこまで行

かないと単なるリニューアルの提案で終わってしまう。リニューアルでいいなら、全

ラインの自動化の提案までできあがっていた。それまでは、工場の工務課の人たちを

中心に工場の中だけで議論をしてたんだけど、ホールセール事業ということになると、

工場だけの問題じゃなくなる。それなら、営業や販売や経営企画のメンバーにも入っ

てもらって、もう一度原点にかえって考えてみましょう。それで、マエカワには企業

化計画という問題解決の手法があります。いろんなことがそれで議論できるから、こ

れをやりましょうって提案したんだ。」14 

 

マエカワの「一工場の問題だけでは解決できない」という指摘から、生産部門だけで

なく販売や経営企画といった今までは工場の問題に直接関与しなかった人々がプロジ

ェクトに加わることになった。新たに再編された「場」では、市場からの情報も含めた

異質な情報、特にビジョンを明らかにするための企業化計画という方法論が取り入れら

れ、その「場」で「そもそもタカキベーカリーはどこから来て、どこに行こうとしてい

るのか」という本質的な議論が行われた。 

 

「企業化というのは、自分の世界をつくって生き続けていくことです。それには、

自己と全体と市場との関係が整合的でなくてはなりません。最終的にはみなさんか

ら出てきた意見をまとめて、A3 一枚で整理します。ページ数が多いとみんな読まな

いからです。集団のコンテクスト度を高くして、少ない言葉で多くのことが伝わる

ことを狙っているので、常日頃のコミュニケーションが大事になってきます。」15 

 

マエカワは、企業化計画についてこのように説明している。企業化計画における議論で

は、言葉にならないそれぞれの「思い」の部分も大切にされた。 

 

「客と個別具体的な話になってくるといろんな議論になるわけで。いろんな思いがあ

って、みんながよくしようと思っていろんな意見を出してきたり、アイデアを出すと

きに、それを早くまとめようとして焦ってどっかを切るわけにはいかない。」16 

 

このように原点に戻って議論を重ねた結果、「黒くて、固くて、小さいヨーロッパ風

のパンづくりへのこだわり」という企業ビジョン掘り下げられ、具体的な工場という

「場」に結びつけられた。そして、そのことによって既にあった計画案とは抜本的に異

なる計画が生まれたのである。 

 
14 河野,第 8 回 
15 岩崎, 「企業化計画の特徴」メモより。 
16 河野,第 8 回 
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既にスタートしていた改装プロジェクトの「場」からは、タカキベーカリーが納得す

るような提案が出てこなかった。なぜなら、その「場」は、その「場」を成立させる「場」

（西田的「場所」）の根源性に根ざしていなかったからである。「全ラインの自動化の提

案までできあがっていた」が、それは能動的綜合の領域に留まり、受動的綜合における

身体知が取り込めていなかったのである。つまり、最初の「場」は、Buber の言うとこ

ろの我－それ関係（自他分離）の「場」だったのである。さらに、既存のプロジェクト

は、工場の内部だけで話し合いが行われ、他の部署が絡んだり、取引先の情報などがは

いっていなかった。工場という「場」において意味づけられた「場」に閉塞していたの

である。マエカワが関与するまでは、プロジェクトが一工場の問題として閉じた「場」

で検討されていたことによって、「場所」の観点が取り入れらず、内部で自己完結的な

「場」の計画になってしまっていた。 

 

「今回のプロジェクトで一番ポイントになったのは、タカキがもともと持っていた

技術力、開発力が目覚めたことだと思う。『製販技一体』っていくら言葉で言ったっ

て、その企業の実力以上のものは出てこない。タカキの中には、いろんな技術の蓄

積があり、たくさんのスペシャリストがいる。ただ、それが一体になっていなかっ

た。そういう場がなかった。今回のプロジェクトでは、とにかく経営企画から生産

管理まで幅広い人が集まった。その中で、タカキの製品哲学に触れるモノづくりの

全体像が見えてきた。」17 

 

このように、外部からの多様なメンバーが加わることで、多様な視点がもたらされた。

とりわけ経営企画部や営業が加わることで、全社のビジョンという根源的な「場所」に

つながる観点と、外部環境（生活世界）の観点が身体性を介してもたらされたことに大

きな意味があるだろう。企業化計画という方法論も、言語化されない思いを大切にしな

がら、「まとめようとして焦ってどっかを切るわけにはいかない」と述べられているよ

うに、言語化されていない何かがあることに受動的綜合の領域での気づきが与えられ、

それが言語化されるまでじっくり待つことができる手法であった。企業ビジョンのよう

に抽象度の高い言葉が、実際の工場のプロジェクトに反映されるようになるには、言語

を介して、その場の参加者の身体知と身体知のぶつかり合いが必要である。そこで経験

の裏づけがある暗黙知が総動員されたと考えられる。 

 

2.2.3 異質な人材と現場 

第三に、生産技術のプロとして外部の人材を登用していたことが挙げられる。マエカ

 
17 河野,第 5 回 
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ワは大量生産品を扱ったことがないから、大量生産の生産技術の専門家集団ではない。

そこで提案も冷凍やエネルギーに関連したものが主体であった。しかし、今回の二つの

工場の機能結合（複合化工場構想）には、両者を結合した際の採算性を数値で示す必要

があった。シミュレーションは、「場」を共有していない人達に対して、明示的に計画

の有効性を納得させられる。タイミングよく、新しい人材が「場」に参加したことで視

点が加わると同時に、提案の意味が明示的になり周囲との共有化を可能とした。異質な

人材によって新たな身体が加わり多様な視点が「場」にもたらされたと考えられる。 

また、非常に工程管理の厳しい現場であったことも、逆に顧客とより深いレベルで身

体感覚を共有することにつながったと考えられる。 

 

「本当にみんなが真剣になったのは 10月くらいじゃないかと思う。それを待ってた。

ぎりぎりになって火がつかない限り、みんな自分のことだけ言ってわがまま言い放題

だからうまくいかない。そこまでいったら、全体を見たときどうなんだって。駄目な

ところをと一緒にいくところを取捨選択しようということになる。やらなきゃいけな

いんだから、ついていけないところはみんなが駄目だと言い出した。見えない工程で

やっているから、みんなが見ようとするじゃない。見ようとすることによってそこに

意思というか意図が生まれるわけでしょ。だから見えない方がよかった。見えないか

ら大変だけど、みんなが見ようとしたからうまくいった。」18 

 

「普通の現場じゃなかった。この工事に関わった連中はいい勉強をしたと思うよ。客

にきりきり舞いさせられてマエカワにきりきり舞させられて、でも、何で腹がたたな

いんだろう。ああ、自分も中にはいってたんだなって。」19 

 

「見えない工程でやっているから見ようとする」。「見えない」ということは感覚素材

が欠如していることである。感覚素材の欠落は受動的綜合を通して感覚されており、

その欠落そのものが「見えないものを求める」という能動的志向性を動機づける。ま

た、「見えない」ということは言語知が破綻していることでもある。言語化（数値化）

できるのなら、「見えない」ということはない。言語知が破綻している場合は、身体

性、特にその現場で共有されている間身体性を十分に使って対応するしかない。また、

「中にはいっていた」という感想があるが、それは瞬間的にであっても Buber の我－

汝関係が成立していたことを物語っている。全体が実現してくるとき、その「場」の

課題（見えない工程を見る）のみが重要になって、そのことに全員が集中してくる。

そうなることで、客と業者という立場上の違いが消え「場の中に入っている」という

 
18 河野,第 7 回 
19 河野,第 8 回 
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自他非分離の状態が生まれる。そういう状態になったからこそ創造性が発揮され、不

可能といわれてた工事が可能になったと考えられる。 

 

2.2.4 コーディネータ 

第 4 に、最初から最後まで一貫したコーディネート役の存在を指摘できる。この事例

における「場」のコーディネータは、最初から「場」づくりを意識していたが、決して

強力なリーダーシップを発揮したというわけではない。また、企業化計画のコーディネ

ータの役割も重要であった。顧客の本当のニーズを共有化するには、その「場」がどの

ような「場」であるかを明らかにする必要があったからである。もともと、このプロジ

ェクトがうまく進まなかったのは、それを明らかにするプロセスが欠けており、さらに

いえば顧客においても、自分たちが何を求めているのかがはっきりとはわからなかった

からである。 

受動的綜合の領域に留まっている暗黙知を共有化するには、「場」を通して身体性を

共有するしかない。さらには、「その場」が成り立つための「場」を顧客と同じ身体を

生きながら言語化して明示的にしていくしかない。そのためには、企業化計画づくりの

プロセスを通して、間主観性・間身体性の両方において交流を深めると同時に、お互い

の志向性（意図）を共有し、それを企業ビジョンに結びつけていったのである。新たに

結合された（意味づけられた）「場」において、企業ビジョンを「場所」的観点から再

定義していったのである。このようなプロセスによって、複合化工場構想という企業ビ

ジョン（根源性）を包含した計画ができたと考えられる。 

「場」のコーディネータの役割は、「場」がその「場」を成立させている「場」（西田

的「場所」）から逸脱するのを回避し、それぞれの「場」が整合性をもって存在するよ

うに、「場」の舵取りを行うという表現が適切であろう。 

 

2.2.5 まとめ 

今回のプロジェクトを通して、タカキは相手が本当に困っていることを「製販技一体」

になって読み取るという姿勢をマエカワのメンバーから強く感じたという。顧客の要望

を聞いてそのままつくるところはたくさんあるが、それが必ずしも正しいとはいえない。

顧客の「言ったこと」が必ずしもその「場」の意味を正確に表現しているわけではない

からである。姿勢とは、身体性のことであり、具体的には対話や実践といった行為にお

ける身体感覚の表現である。 

最初は、一工場の問題だけが限定的な関与者の間で議論されており、「場」の意味性

や根源性が問われることはなかった。そこにマエカワ（コーディネータ）が加わること

によって、身体性を介して新たな視点が付け加わり、販売や開発の「場」が連結され意

味づけ直されていった。そして、企業理念まで遡って議論が進められた結果、「自らを

成立させている場」という根源性に遡って工場の問題が捉えられ、そのプロセスの中で、
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社内の「場」が次々に結合されていった。いわば、新しい意味づけによって「場」が再

定義されたのである。「自らを成立させている場」の根源性から出てきた計画は、それ

までとは全く質的に異なるものであった。複合化工場計画は、新しいモノづくりの可能

性を開くだけでなく、新しい業態の可能性を展望したものになった。それゆえ「ビジネ

ス・イノベーション２１」と名づけられたのである。 

 

「94 年の時も、大体同じようなところまで考えてはいたんです。でも、そのときは

徹底できなかった。今回との大きな違いは、マエカワさんの『製販技一体』の考え

方が入ったことです。マエカワさんから、チキンの脱骨機の開発話を聞いて、『製販

技一体っていうのはこういうことだな』っておぼろげにわかってきました。ただ一

緒にいればいいってもんじゃない。それぞれが一体になって取り組まなければ新し

いものは何も生まれない。成功するかどうかはやってみなければわからないけれど、

明かにそこに切り口があると思いました。」20 

 

このプロジェクトでは、顧客との「場」を共創するプロセスを通して、「いきいきと

した現在」という「場」で、身体性のレベルでの原交通を基盤としながら一緒に問題の

本質を突き詰めていくことが行われた。原点に立ち戻った議論によって、企業が存立す

る西田的「場所」が明らかになっていったことが指摘できよう。この複合化工場構想に

は、この「場」に加わったメンバー全員の思いが取捨選択されることなく盛り込まれる

と同時に、「場所」に根ざした根源性からフィードフォーワードの視点が付け加わった。 

 

2.3 地域と「場」 

 地域と企業の「場」の関係については、アリセプト販売に関わる一連の知識創造活動

の事例を取り上げる。 

エーザイにおけるアリセプト販売プロジェクトとは、具体的には一つのプロジェクト

を指しているわけではない。アリセプトの販売の際に、エーザイ全社が地域社会を巻き

込んで展開していった「場」の連鎖の全体像がアリセプト販売プロジェクトである。こ

のアリセプト販売プロジェクトは二段階に分けられる。第一段階は、アリセプトの発売

前にスタートした「老人医療調査室（アリセプト室）」の活動である。第二段階は、「老

人医療調査室（アリセプト室）」が解散した後で、具体的にエーザイの各営業拠点で進

められているアリセプトの販売活動である。 

事例でも説明したように、アリセプトの日本での販売は、最初のスタートはよかった

のだがあまり順調には進まなかった。それは、アルツハイマー型痴呆症を診断できる医

師がいないこと、アリセプトが病気の根治を可能にする医薬品ではないこと、さらにア

 
20 吉村 
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ルツハイマー型痴呆症を隠したがる風潮などがあったためである。裏を返せば、アルツ

ハイマー型痴呆症を診断できる医師を増やすこと、医師や患者にアリセプトの効能効果

をよく理解してもらい適切な治療をすること、さらに痴呆が病気であることを一般市民

に認知してもらい、どのようにすれば経過がよくなるのかを啓発していくことが必要で

あった。 

 このことを実現していくために、社内プロジェクトとして老人医療調査室（アリセプ

ト室）が作られた。老人医療調査室の活動は、内藤が打ち出したアリセプト・ベーシッ

ク（適正使用情報の提供と医師への啓発活動）とアリセプト・チャレンジ（新しいビジ

ネスモデルの構築）という二つの方針がもとになっている。 

 

「アリセプトを単なるモノとして売りたくなかったんです。アリセプトをエーザイを

ステップアップさせる起爆剤にしたかった。痴呆症は患者様だけでなくご家族や介護

者の方の負担が大きい。その症状を少しでも改善することによって、患者様だけでな

くご家族の QOL（クオリティ・オブ・ライフ）を高める。アリセプトはそれが可能

な薬なんです。そして、患者様やご家族に満足頂くことが MR の気持ちを変える。そ

のことで MR 活動の質も変わっていく。それは次の世代に受け継がれていく hhc企業

であるエーザイの文化になります。」21 

 

このような活動において、どのような「場」が形成されていったのかについて、群馬

県における集団検診の事例をみていきたい。ここでいう集団検診とは、通常の健康診断

に合わせて痴呆を健診するプログラムである。健診は通常は行政が主体となって行うも

のであるが、群馬県では、エーザイの RAM（Regional Aricept Manager）が中心にな

って実現したものである。この集団検診が実現した要点は、以下の四つの点である。 

 

2.3.1 地域という「場」 

第一に、地域の現場を RAM のメンバーがくまなく歩くことで、地域社会において痴

呆がどのように考えられているかその実体を調べたことである。老人医療調査室の活動

は、アリセプトの発売前からスタートしていた。それは、市場予測が全くつかない新し

い市場展開が必要だったからである。ベテランの MR であった RAM たちは既存市場に

売り込む戦略と方法論はもっていたが、全く新しい市場をつくる戦略ははじめてだった。

したがって、従来の考え方を変えるために、メンバー同士でのディスカッションが繰り

返された。その結果、実際に RAM のメンバーたちが担当の地域を歩いてみて自分自身

の皮膚感覚で地域の状況を体感してみることになった。 

 

 
21 高山 
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「養鶏協会とつながりができまして、それで市民フォーラムを開くときに、養鶏協会

の方が手伝ってくださって、卵を提供してくれたりしました。いろんなところに行っ

てみると、痴呆について勉強したいという方が結構たくさんいて、勉強会で話をしろ

っていうことになったり。そんなつながりで、ずっとおつきあいをしていました。」22 

 

それぞれが独自の感覚で、銀行、デパート、青年会議所、農協、新聞社、テレビ局な

ど人が集まるところ、情報が集まる場所にはどこにでも出かけていった。この活動のお

かげで先に述べたようなアルツハイマー型痴呆症をめぐる地域の意識を集約すること

ができたという。 

このように、自分たちの皮膚感覚で状況を感じてみるということは、予想がつかない

市場であるから言語化された知識が役に立たないと同時に、それまで自分たちが培って

きた既存の市場における身体知も使えないということである。したがって、新たに身体

を介して地域の「場」に直接接することで受動的綜合が働くようにするということが必

要だったのである。また、MR が通常接しているのは医療従事者であり、患者に直接接

することはあまりない。地域社会とは生活世界であり、企業を成り立たせている「場」

でもある。その自らを成り立たせている根源的な「場所」において、患者たちの身体性

の存在する「生き生きとした現在」としての「場」を身体知（受動的綜合）において理

解していったのである。 

 

2.3.2 ネットワークづくり・場づくり 

第二に、キーパーソンを把握してネットワークを作ると同時に、関係者が意見の交

換ができる場を作っていったことである。群馬担当の RAM であった木村次郎は、まず

群馬圏の医療圏を把握し、それに基づいてターゲットとなる地域を決め、その地域のキ

ーパーソンになるであろう地元の医師にアプローチをかけた。痴呆の講演会をするとき

は必ずその医師に依頼し、エーザイのブレーンとして、地域医療のネットワークを作る

ときに動いてもらった。また、医師会、群馬大学医学部の教授、精神健康福祉センター

長、群馬県の衛生部や福祉部などに痴呆スクリーニングの健診について話をして歩いて

ネットワークをつくり、実務者を集めて健診を実現するためのプロジェクトをつくった。

さまざまな関与者を巻き込みながら、痴呆健診を推進するための場を形成していったの

である。 

 

「いろんな人にあって、健診の夢を語りました。思いが本当に伝われば、伝わった方

は動いてくれます。動いていく中で、自分と同じ思いをするようになるとさらに人が

増えていく。最初は一人、それから二人と増えていって、今は多くの方がこの健診に

 
22 木村 
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関してやっていこうという姿勢を見せています。その時にはもう私たちの役割は終わ

っているんです。」23 

 

実際に人に会うとういことは、身体性を介した交流を持つということである。また、

思いの強さは、生の動機につながる。意図的関心を継続することによって身体化され習

慣化された関心が主導権をとるようになる。また、一人の人間の集中は、他の人の集中

を覚起する。その集中に身体性を介して接した他者は、身体性においてその集中に巻き

込まれていく。そして同じような姿勢（身体性）を共有するようになるのである。 

 

2.3.3 hhc理念 

第三に、このような一連の活動が企業理念に基づく活動だったことである。 

一般の製薬メーカーが、医師や看護士、薬剤師といった医療関係者だけでなく、福祉関

係者、行政、一般市民を巻き込んで啓発活動を行うことは難しい。特に行政には民間企

業には不信感が強く、患者団体にとっても薬を売らんがための活動であることが感じと

られればすぐに切られてしまう。アリセプトの販売においてもっとも重要な役割を担っ

たのは、hhcという企業理念であった。東京医薬 8 部の職場インタビューでも言及され

ていたように、アリセプトという戦略商品が出て非常に職場が活気づいたという。それ

は、アリセプトという商品によって、hhc活動が具体的な「われわれ」の活動になった

からである。同様に RAM たちも hhcという理念によって後押しされたことを語ってい

る。 

 

「RAM での仕事は天職ではないかと言いますか、自分に一番向いている仕事がはじ

めて会社の中で与えられたというような感覚でした。そういった中で楽しく仕事を

組み立てられたと思っています。それまでドクターや薬剤師という医療サイドでの

つきあいしかなかったものが、RAM という立場になって福祉関係、行政関係、そし

て一般の方々まで自分の行動範囲が広がって、そこから得たものは非常に大きなも

のでした。MR の時には考えつかなかったようなことが、今はできるようになって

いるように思います。」24 

 

hhcのような抽象度の高いビジョンは、頭（形式知）として理解できたとしても、それ

を（身体知として）体感するのは難しい。しかし、アリセプトという商品が出て、現場

は一変した。アリセプトに関わる啓発活動は、自分たちの活動と hhc 理念を結びつけ、

それが一体何を意味しているかということが受動的綜合の身体性において実感される

 
23 木村 
24 木村 
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ようになった。理念に具体的な意味性が付与され、hhc理念に具体的な行為レベルでの

充実がなされるようになったのである。つまり、商品（アリセプト）というビジョンが

具現化されモノ（感覚素材）が能動的志向性に与えられることで、空虚表象との対化が

次々に起こっていったのである。「生き生きした現在」としての「場」とその「場」を

成立させている「場所」が、商品を媒介として結びつけられ、整合的（コヒーレント）

になったからこそ「場」が生成されたのである。 

 

2.3.4 コーディネータ 

第四に、この事例においてもコーディネータの存在が挙げられる。もちろん RAM と

しての木村も、コーディネータとして担当エリアにある営業所の戦略づくりにも関与し、

自らも先のネットワークづくりに参加してプロジェクトとしての「場」をまとめていっ

た。しかし、キーパーソンをうまくコーディネートできたのは、誰か一人の功績という

よりも、エーザイのメンバーたちにコーディネート力があったからである。エーザイに

は、古くから医師たちを集めて「研究会」をコーディネートする「研究会」文化がある。

今では一般的になってしまったが、もともとこの「研究会」方式は、エーザイがはじめ

たと言われている。何年どころか十数年続く研究会もある。エーザイがコーディートし

ている研究会には、エーザイが行っていることを参加者が知らないものも少なくない。

このような、研究会の伝統が、アリセプトにおける「場」づくりのコーディネータとし

ても発揮されたのである。 

 エーザイの MR たちに共有されているコーディネート力とは、身体化された行為意

識・行為感覚のことである。そのような習慣化された身体を、エーザイの MR たちが

もっていたことが、地域社会を巻き込んだ大きな「場」の連鎖につながる原動力となっ

たことは否めない。また、この事例においても、エーザイの社員たちは、「場」を能動

的綜合において積極的につくろうとしてはいたが、強力なリーダーシップを発揮したわ

けではない。むしろ、「場」がうまく成立するようにお膳立てし、地域におけるさまざ

まな「場」と「場」がコンフリクトをおこさず整合的になるように、「場所」的な観点

（その場を成立させている根源的な「場」）からコーディネートしていったのである。

「今は多くの方がこの健診に関してやっていこうという姿勢を見せています。その時に

はもう私たちの役割は終わっているんです」という言葉には、「場」がいったん成立し

たらその後は自分たちの手を放れて「場」は自己組織的に動いていくものだという認識

がある。アリセプト拡販プロジェクトにおける地域の「場」はまさにそのような「場」

であったと考えられる。 

 

2.3.5 まとめ 

アリセプトの販売は、エーザイが痴呆患者と家族のために、従来の MR 活動の範囲

をこえて、痴呆を理解し、痴呆について語る「場」をつくりだし、広く地域社会をネッ
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トワーキングして、アルツハイマー型痴呆症にかかわる人々の「場」を次々に生みだし

つつある。 

 

「アリセプトが出る前は、実績と hhcを切り離して考えていました。以前は、hhc活

動というと介護を体験するといった動きでしかなかったと思います。でも、その後、

アリセプトが出て、社会的責任や使命などという思いが出てきていると思います。そ

うすると、hhc活動を通して社会的な責任を果たすことによって、社会から選ばれる

という捉え方ができるようになったと思います。」25 

 

このように「場」が連鎖していくのは、これまでの一連の活動が生活世界から形成

され、「自らを成り立たせている場」＝ビジョン（hhc）に結びついていたからであると

考えられよう。 

 

第 3 節 企業の知識創造活動における「場」の機能と役割 

 

3.1 知識創造活動のための「場」の諸条件 

第 2 節で考察した事例から、企業において知識創造活動の基盤となる「場」の条件と

して、志向性、参加、コーディネーションの三つを指摘したい。 

 

3.1.1  志向性（intentionality） 

第一に必要な条件は志向性（intentionality）である。志向性は、企業の「場」の性

質の意味性と根源性に関わる。 

現象学においては、あらゆる意識活動は「何かに向けられている」志向性をもつとさ

れる。志向性は、意識作用（ノエシス）と意識内容（ノエマ）からなる。志向性のノエ

シス側面が、志向するもの（意味するもの）であり、ノエマ的側面が志向されるもの（意

味されるもの）である。知識創造活動のための「場」は、能動的志向性・受動的志向性

という志向性の働きによって間主観的・間身体的に形成される。 

志向性とはその「場」の意味を決める作用である。志向性によって意味されるものが

現出することで、その場がどんな「場」であるかが決まる。われわれが知識創造活動に

おいて「場」を認識している場合、能動的志向性によって場を対象化し、その「場」が

どんな「場」であるか認知していると考えられる。「場」を対象化し、その「場」の意

味を言語化することで、「場」への自覚的な参加が可能になる。 

企業の知識創造活動における「場」にとって志向性が重要であるのは、企業が組織と

いうカテゴリーの中でも、最も合目的的であるからである。企業の活動においては、目

 
25 木村 
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的のない活動はほとんどないといっても過言ではない。そのような企業における「場」

は、決して匿名的な存在ではなく、知識創造という合目的的活動の基盤なのである。こ

のような意味で、本研究において検討してきた企業の知識創造活動における「場」とは、

能動的志向性によって個別の意味を付与された狭義の「場」（局在的「場」）のことであ

る。 

能動的志向性のノエマ的側面がその「場」の意図である。ここでいう意図とは、ビジ

ョン、テーマ、戦略、意志、思いなど、その「場」の意味を決めるような意識内容のこ

とである。重要なことは、「場」において意識内容は常にその意味を作り直されるとい

うことである。「場」における相互作用の中で意識作用は常に変化し、それと同時に意

識内容は常に問い直され再定義されるのである。 

具体的に言えば、hhcのような抽象度の高いビジョンは、頭（形式知）で理解できた

としても、それを（身体知として）体感するのは難しい。しかし、アリセプトという商

品が出て、営業の活動と hhc理念が結びつき、それが一体何を意味しているかというこ

とが受動的綜合の身体性において実感されるようになった。hhcというビジョンに具体

的な意味性が付与され、具体的な行為レベルでの充実がなされるようになったのである。

製品開発の「場」においては、「脳神経領域の薬を出す」という強い思いがあった。顧

客との「場」においても、マエカワでは「新たなパンブロックを立ち上げるには顧客に

入り込むしかない」という危機意識（意図）があったし、タカキベーカリーにおいても

「自分たちの納得のできる（企業ビジョンを反映した）計画をつくりたい」という危機

意識（意図）があった。また、地域における「場」においては、「hhc 企業として痴呆

で苦しんでいる患者様にアリセプトを届けたい」という明確な意図があった。 

現象学において、過去地平に沈潜している空虚表象の目覚める生の「動機」は、『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、本能的

な衝動などであり、志向性を方向づけるとされる。能動的綜合の領域において強い「思

い」を持つことは、感覚素材と結びつこうという空虚表象の潜在的なポテンシャルを高

め、受動的綜合における対化の現象を触発することにつながっていく。 

さらに、今回の事例で取り上げた知識創造活動に共通する志向性（思い、危機意識、

意図など）は、それが根源性に基づく西田的「場所」、すなわち生活世界から出てきて

いるというところが要点であったと考えられる。 

 

3.1.2  参加(participation) 

第二に、参加（participation）である。参加は、企業の「場」の性質における関係性

と身体性に関わる。参加すなわち人間同士の能動的綜合・受動的綜合の領域における相

互作用がなければ「場」はできない。しかし、その参加者はどのような参加者でもよい

わけではない。特に知識創造活動における「場」の参加者には、さらに当事者意識と身

体能力という二つの条件が提示できると考える。 
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(1) 当事者意識 

 当事者意識とは、「場」への参加意識であり、他者との関係性において形成される間

主観的な協働意識である。「場」には、はっきりした指揮命令系統がない。したがって、

参加者は当事者意識をもって自律的に動かなければならない。知識創造活動における

「場」では傍観者でいることは許されないのである。 

例えば、マエカワのパン工場改善プロジェクトにおいて、工事の最終段階である有力

な業者が切られることになった。それは、その業者が当事者意識に乏しくその「場」に

そぐわない行為をしていると周りから見なされたからである。その業者に対して、「場」

の参加者たちがノーと言った。「場」にコミットしている人間には、コミットしていな

い人間は明確に知覚できる。したがって、コミットしていない人間は、「場」によって

「場」から排除されることになった。 

 当事者意識をもつということは、「場」と分離していないということである。「場」に

臨んでいる人々は、受動的総合の働きにおいて間身体性を生きている。間身体性を生き

ているということは、他者の身体になれるし、他者の身体に巻き込まれるということで

あった。その「場」にそぐわない行為を行うということは、「場」と分離していること

であり、間身体性を共有できていないということであると考えられる。 

三つの事例では、関与した人々が口々に「みんなでやった」と語った。例えば、 

 

「普通の現場じゃなかった。この工事に関わった連中はいい勉強をしたと思うよ。客

にきりきり舞いさせられて、でも、きりきり舞させられているのに、何で腹がたたな

いんだろう。ああ、自分も中に入ってたんだなって。」26 

 

これは、パン工場改善プロジェクトの工事の現場についてプロジェクトマネージャーが

語った言葉である。「自分も中に入っていた」というのは、自分が「場」と一体化して

いたということである。「みんなでやった」とは、自分と場が非分離の状態になってい

たことであり、自他非分離の関係にあったという意味である。そしてそのことは、その

時点では意識には与えられず、後になって「ああ、あの時は」とそのときの状態を対象

化することではじめて認識できることなのである。自分と「場」を切り離せない状況に

おかれていたということは、「場」にいることさえ意識していない状態のことである。

「生き生きした現在」としての「場」の臨むということはそのような感覚をもつことで

ある。 

それぞれの「場」の参加者は、その「場」と一体化すればするほど、「いきいきとし

た現在」に強く影響を受けるようになる。そのような「場」においては、その人の集一

 
26 河野,第 7 回 
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性が実現し、自分の全体をかけた集中が可能になる。知識創造という意図によって意味

づけられた「場」において、ひとり一人が集中力を高めいてくことで、その集中が共鳴

して更に集中度が高まる。そして、間身体性における感覚素材と空虚表象の対化の現象

が加速化され次第に「場」の方向性が定まる。そのような「場」においては、ブーバー

の言うところの我－汝関係が成立し、人間がもっとも創造的になれるという。すなわち

知識創造活動が促進されると考えられる。 

 

(2) 「場」における行為を可能にする身体能力 

その「場」の志向性（ビジョン、テーマ、戦略、意志、思いなど）を理解できたとし

ても、当事者意識をもっていたとしても、具体的な行為を遂行できる身体をもっていな

ければ知識創造の「場」に参加することはできない。ここでいう「身体（能力）」とは、

事例に即していえば、アリセプトを合成できる身体であり、ぎりぎりの工程で動いてい

る施工現場を監督できる身体であり、地域におけるプロジェクトをコーディネートでき

る身体である。技術・技能、熟練やノウハウなどと言いかえることもできる。ただし、

普遍性のある技術・技能、熟練やノウハウというよりも、その「場」とって必要な技術・

技能、熟練やノウハウである。つまり、ある場面においてある発想をする、ある行動を

とるといった広い意味での「習慣化された身体」のことである。 

企業において共有化された対話（法）なども「習慣化された身体」によって可能にな

ると考えられる。「場」の参加者がその「場」で必要とされる身体をもっていなければ

「場」は動かない。たとえば、ある工場の組み立てラインにおいて、はじめは製品が欠

陥だらけだったのに、ある一定の期間を経てみると製品が欠陥なく生産されるようにな

る現象はよく見られる。このような場合、組み立てのスキルが向上したという表面的な

技能の向上だけでなく、組み立てがスムーズに行えるような身体になるということが重

要である。このような能力は、その「場」に臨むことによって受動的綜合が働く間身体

性によって徐々に身につけていくものであるから、通常はそのような身体能力を身につ

けていることさえ意識されないことが多いと考えられる。 

それゆえ、「場」における志向性を自覚的に理解できなかったとしても、行為を遂行

できる身体をもっていれば、「場」に臨むことはできる。職場における「場」の認識で

も取り上げたように、「場」を「孤立した」と表現し、自己とのズレという感覚を「場」

に感じていたメンバーも「場」に臨んではいた。なぜなら、違和感を抱きながらも、身

体性においてはその「場」における間身体性を生きていたからである。 

いわゆる企業文化といわれるものの中味も、その企業に特有な習慣化された身体性を

基盤とした共通の思考様式・行動様式のことであると考えられる。個別の企業ごとに異

なり、その企業の「場」における行為のプロセス（間身体性）を通してのみ獲得される

ような「習慣化された身体」は企業におけるキネステーゼである。知識創造活動のため

の「場」では、このように習慣化され身体化された行為の質が重要であり、またその行
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為意識、行為感覚をいかに身につけるかが重要であると考えられる。 

 

3.1.3  コーディネーション（coordination） 

第三に、コーディネーション（coordination）である。コーディネーションは、企業

における「場」の性質の意味性（根源性）と身体性に関わる。 

「場」におけるコーディネーションは「場」の舵取をする機能である。その「場」が

その「場」を成り立たせている根源的な「場」（西田的「場所」）から逸脱しないように

調整する機能のことである。したがって、必ずしも強いリーダーシップを発揮すること

ではない。「場」のコーディネーションを行うのは通常は「場」の参加者であるが、必

ずしも個人を意味しない。例えば、パン工場改善プロジェクトでは、プロジェクトマネ

ージャーも「場」のコーディネータであったが、マエカワ自体も「場」をコーディネー

ションしていた。アリセプトの販売プロジェクトでは、エーザイそのものが「場」のコ

ーディネーションの機能を果たしていた。具体的には人間が活動するのであるが、コー

ディネーションの機能を果たすのは個別の人間でなくても構わないのである。 

アリセプトの開発プロジェクトにおいては、プロジェクト・リーダーは二つの役割を

果たした。一つは、プロジェクトを立ち上げ、存続させたこと。もう一つは、外部との

「場」に常にアプローチし自らも積極的に関与することで、自らのプロジェクトの「場」

を守りぬいたことである。つまり「場」の生成と維持に深く関与したわけである。「場」

は自己組織的に生成される場合もあれば、人工的に生成される場合もある。とくに、人

工的に生成される場合には、「場」の生成を可能にする志向性（ビジョン、テーマ、戦

略、意志、思いなど）が不可欠である。「場」のコーディネーション機能には、少なく

とも「場」の生成の第一条件である志向性（意図）が背後になければならない。特に、

この事例のように一旦プロジェクトが中断された場合、「場」を再生させる（意味づけ

直すこと）のは並大抵なことではない。そこには強い志向性が働いていたと考えざるを

得ない。 

また、コーディネーションの機能には「場」を開く、あるいは「場」を結合するとい

う側面もある。「場」の結合には、個別の「場」の結合もあるだろうし、もっと広い「場」

をつくり、そこにいろいろな「場」をつなぐことも可能であろう。「場」を開く、ある

いは「場」を結合するとは、「場」を新たな意味性において再定義することである。古

い意味の枠を取り払い、新たな意味づけを「場」に与えることである。 

アリセプトの開発プロジェクトでは、「場」のコーディネータが積極的に外部の「場」

にアプローチをかけ、「場」を意味づけていった。また、パン工場改善プロジェクトで、

工場の中だけで閉じていた「場」を全社に開かせたのはコーディネーションの機能であ

った。パン工場改善プロジェクトでは、すでに「場」はあったのだが、その「場」を工

場の改善という問題をひとつの工場だけの問題ではなく全社の問題としてとらえ、企業

の原点に立ち返って議論する「場」として再生したことで、「黒くて、固くて、小さい
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パン」という言葉で表現される、タカキベーカリーの思いが身体レベルで共有化された。

また、アリセプトの開発プロジェクトにおいて、地域にある様々な「場」をエーザイが

つなぐことができたのは、アルツハイマー型痴呆症の患者と家族の会との交流を通して

「場」がうまれ、その「場」において「ぼけても安心して暮らせるまちづくり」という

生活世界から出てきたビジョンと、hhcというエーザイの企業理念が結びついたからで

ある。場の結合にとって必要なのは、そのような生活世界や企業を成り立たせる根源的

な「場所」であり、「場」を「場所」につなげる志向性（意図、ビジョン、テーマ、戦

略性、意志など）である。 

知識創造の「場」におけるコーディネーションとは、その「場」が依拠する根源的な

「場所」から逸脱しないように舵取りをすると同時に、「場所」の変化に合わせて「場」

を意味づけ直していくことである。 

 

3.2 知識創造活動における「場」の機能と役割 

最後に、知識創造活動における「場」の機能と役割について考察する。 

先に、知識創造活動における「場」の条件として、志向性、参加（当事者意識・身体

能力）、コーディネーションの三つの要素を提示した。これらの要素はそれぞれ、企業

における「場」の概念モデルにおける、身体性（空間性・時間性・二重性）、関係性（自

己組織性）、根源性（意味性）という三つのカテゴリーを包含している。 

図表6-1-5：知識創造活動における「場」

身体性
意味性

関係性

志向性 参加

コーディネーション

知識創造の
「場」

 

このことから、仮説的に企業の知識創造活動という目的のための「場」を定義するな

ら、「関係性によって意味づけられた身体的な時空間」であるということができよう。 

 

企業の知識創造活動における「場」の機能と役割には、「媒体」と「基盤」の二つがあ

る。「媒体」とは、関係性のことである。「場」は、間主観的・間身体的に成り立ってい

るものであり、自己と他者、自己と環境、自己と根源的な「場所」を結びつける。具体
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的には、個人と個人、個人と企業、企業と顧客、企業と地域などを結びつけていると考

えられる。このようにあらゆる「主体」を結びつける媒体という述語的性質が「場」の

大きな特徴である。場のダイナミズムは、能動的綜合と受動的綜合の相互作用という人

間の生のダイナミズムから生まれる。そして、受動的綜合の領域において人間が間身体

的に生きていることが、「場」が媒体としての機能を果たす根拠であると考えられる。 

一方、「基盤」とは、意味性と身体性のことである。組織研究において、「場」は知識

創造活動の基盤であるとされた。その基盤ということの意味を具体的に考えるなら、意

味性と身体性という二つの側面を指摘することができる。 

意味性とは、「場」が志向性によって何からの意味を帯びているということであると

同時に、「場」において意味が常に作り直されているということである。「場」における

関係性において、志向性の意識作用は常に変化し、それと同時に意識内容は常に問い直

され再定義される。 

身体性とは、「場」における行為を通して、人間はその「場」における行為意識・行

為感覚という身体能力を身につけるということである。企業の知識創造活動においてそ

のような身体能力は、企業的キネステーゼと呼ぶことができる。知識創造活動の基盤と

しての「場」では、そのような行為意識と行為感覚が育まれると考えられる。 

以上のように、「場」の媒体としての機能は人間のあらゆる行為をつなぐ役割を果た

し、「基盤」としての機能は、意味性や身体性の質を高めることによって、知識創造活

動の質を高める役割を果たすと考えられる。 

人間がもっとも創造的になる瞬間は、Buber のいう我－汝関係が成立するような局面

である。われわれの日常生活は、「場」において成り立っているが、真に創造的な活動

においては、その「場」を成り立たせる根源的な「場所」と人間が一体になることがあ

る。逆にいえば、そのような自他の統合の「場」において、人間はもっとも創造的にな

り本来の自分を見いだすことができるのである。「我―汝関係」という自他関係が成立

しているかどうかが、その「場」が真に創造的であるかどうかの指標になると考えられ

る。また、そのような創造的な「場」を生成することができるかどうかは、企業的キネ

ステーゼの質にかかっているのである。 

知識創造活動における「場」の機能と役割として、媒体としての側面、および意味性

や身体性を担う基盤としての側面を指摘した。「場」の概念は、企業における知識創造

活動を環境や生活世界までを射程にいれた人間の創造活動として捉える可能性を拓く

ものである。「場」の原理を明らかにすることは、人間の知識創造活動の原理を明らか

にすることである。 

本研究を通じて明らかになったことは、場とは人間存在を支える基盤というより、人

間存在そのものであるということであった。人間が「世界内存在」である以上、人間と

は、「場」と切り離して理解することのできない「場」的な存在である。このような意

味で、組織的知識創造理論において「場」という概念は、知識創造の説明概念の一つと



 283 

してではなく、組織的知識創造と一体であり、そこから切り離すことのできない根源的

な概念として位置づけられるべきである。そして、そのような観点においてこそ、「場」

の研究を行う意義があると考えられる。 

 

場の生

成条件 

場の活

性化条

件 

場所的世

界の共有

化 

・目的（意

申） 

・当事者意

識 

・関係性  ･ トップソネ

ジメントの

合意 

 ・長期間

継続的な

関係 

 ・技術（サ

ービス）へ

の信頼 

・組織文化

（場づ く り

の行動 

様式） ・ 場のシナリ

オの創出 

・異質な人

材や情報

の投入 

・現場への

棲み込み 

 ・プロセス

知の共有 

 ・プロトタ

イプ化（形

式知化） 

 ・暴当の

ニ ー ズ の

発掘_ 

 ・現場で

の作りこみ 

 場のコー

ディネータ

ー 


