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【要約】 原子力分野の科学や技術の強化や応用，または組織力を向上させることを目的に原子力の研

究分野では原子力知識マネジメント(Nuclear Knowledge Management: NKM)という新しい研究領域が発展

しつつある．この研究には，原子力に関する膨大な知見を蒐集して効果的，効率的に伝達する課題が含

まれている．この NKM には二つの側面として「原子知識に関するマネジメント」と「原子に関する知

識マネジメント」がある．現在，この二つは明確に区別されておらず，原子力に関する情報管理と知識

経営や知識管理が混同されている．さらに，NKM の研究領域は新しく理論的にも十分に議論されてい

ないという指摘もある．一方，NKM では知識マネジメントの SECI モデルに代表される組織・集団の知

識創造に関する理論の活用が試みられているが，部分的課題への応用であり総合的な解決や原子力分野

に適応されるような研究には至っていない．そこで原子力分野での問題解決には KM を正しく理解し，

課題解決に相応しい形で適応させることが本質的な解決には重要であると着想し，対象とする知識を明

確化することを目的に基礎的研究を行った．そして，知の表現に関するコンセプトモデルを提案し，原

子力分野における新しい知の表現を明らかにした．  
 
【キーワード】知識マネジメント，原子力知識マネジメント，システム科学，知識科学，暗黙知 

 
1.緒言 

原子力分野の世界的な傾向として，原子炉施設等の廃止措置がある．廃止措置とは，原子炉施設等の

解体プロジェクトのことである．現行の法制度では，原子炉施設はその運転が終了すると廃止措置計画

を政府（所管省庁など）に申請し，認可を受けた後に運転事業から解体事業へと舵を切る．廃止措置に

は，原子炉の廃炉や解体，放射性廃棄物の処理・処分までが含まれている．近年，この廃止措置事例が

増加しているのは，1960 年代から 70 年代に建設された多くの初期の炉の計画運転期間が終了したこと

などが関係している．同時に原子炉施設等の新設は滞っているおり，原子炉施設等の黎明期から活躍し

ていた多くの職員の退職や新規で入社する職員の減少など原子力産業の構造的な変化が生まれている．

更に 1990 年代の後半からは，大学等での原子力関連学部なども減少するなど，雇用の機会以外の問題

点も指摘されている．このような状況から原子力に関する重要な知識・技術等が喪失するという懸念が

言及されている．そこで，解決策の一端を担うものとして原子力知識マネジメント(Nuclear Knowledge 
Management: NKM)という新しい分野に注目が集まっている(IAEA 2004a)(Iguchi et al 2016)． 

NKM は，2002 年に国際原子力機関(International atomic energy agency: IAEA)が自らの組織力強化の必

要性と共に“原子力知識”の重要性を勧告したことから始まる取り組みに端を発している(IAEA 2002b)．
2004 年頃からは“原子力知識マネジメント”に経営分野の知見である“知識マネジメント”(Knowledge 
management: KM)のアイデアを加味した考え方が提案され，国際学会などが開催されるなどし，新しい

研究領域が立ち上がっている(IAEA 2004b)．この NKM は，原子力に対する知識マネジメントであり，

知識の特定，取得から保存や活用に役立つものであると説明されている (IAEA 2006)．さらに，IAEA に

は NKM に関する組織が発足するなど体制も整いつつある．なお，IAEA は原子力の平和利用に関して

技術や安全の世界的な標準化などを行う国連組織であり，当然ながら，各国の原子力政策にも大きな影

響を与える機関である．2004 年に組織改編があり，当時の国際原子力情報システム課(International 
Nuclear Information System： INIS)が，INIS と NKM が融合し，現在は，NKM 課として独立したセクシ

ョンとなっている． 



 

 

他方，日本の NKM に目を向けると研究はそれほど進んでいないが，産業界を中心として原子力に関

する知識・技術の継承という文脈で，SECI モデルを用いた KM 理論への応用が期待されている．SECI
モデルとは組織や集団の知識創造モデルである(Nonaka et al 1995)．それ以外の NKM 研究は日本以外で

も情報管理が中心であり，理論的な側面も十分に検討されていない．そのため KM は十分に応用されて

いるとは言い難い状況にある．そして，SECI モデルを単に“暗黙知を形式知に変換する手法として活用

する”というようにモデルの本質である創造的企業の特徴の写像（理論化）という部分が十分に反映さ

れていない点もみられる．現在の NKM 研究の主流は，データベース(Databases: DB)としての知識管理

や原子力分野の分類として事故事例の管理，大学向けの教育などが大きな位置を占めている状況である

(Yanagisawa et al 2008)．こうした中，NKM に関して主要な概念や手法などが十分に定義されておらず科

学的な一貫性が欠如しており，理論的にも十分ではないという指摘もある(Kanke 2016)． 
原子力分野で単純に KM 理論を応用することが NKM であるならば，各課題に対して部分的に KM 理

論を利用することで十分である．しかし，これは部分的な最適化のみであり，産業構造や教育まで広く

存在している問題の解決には至ることが難しいと予想される．例えば，問題が工学的な要素のみで構成

されるならば，要素還元論的な部分解決が全体解決へと繋がるであろうが，原子力でも人間が介在する

課題やシステムに対しては工学的なアプローチには限界があるといえる．この種の議論は，

churchman(1971)，Ackoff(1974)，Checkland(1981)などの要素還元論や還元主義的な批判としてシステム科

学で議論されている．特にチェックランドは，還元主義の科学をハードシステムとしてパラダイムⅠと

呼び，それに変わる社会的であったり問題構造が複雑に混在していたりする課題解決にはソフトシステ

ムまたはパラダイムⅡの科学が必要であると指摘している． 
そこで IAEA が問題提起をし，各事業主体で認識されている本来の問題を鑑みると知識の分断や喪失，

伝承等に課題であるといえる．つまり，ベテランやエキスパートが持つ有用な知識・技術・知見・経験

などを伝承することに関して，どういった戦略で達成するのかというものである．そのためには情報管

理を主体とする KM だけでなく，知識の統合や創造の側面である KM が重要であると着想した． 
本研究では原子力分野における NKM を発展させることを目標に，KM を適応させるための基礎的研

究として対象となる知識に関して考察し，コンセプトとなるモデルの提案を行う．さらに，NKM と KM
の関係性や位置づけを明確化し，新しい認識モデルを提案することを目指す．最初に研究対象となる

NKM に関するレビューを行い，研究のためのフレームワークについて言及し，コンセプトモデルを構

築する．最後に，コンセプトモデルを発展させて NKM に適応させるケースについて議論を深める． 
 
2.原子力知識マネジメントの背景と関連研究 

2.1NKM 研究とその背景 

原子力知識マネジメント(Nuclear Knowledge Management: NKM)の重要性に対する認識は共通している

ものの NKM そのものを研究対象にしたり理論的に扱ったりするような事例は多くはない．そこで，

NKM に関する共通の理解に関して IAEA のレポートをレビューする．IAEA は原子力の世界的な標準化

やルール作りも重要なテーマでもある．加盟各国から有識者等が集まり作られたレポートには有用な知

見が多くちりばめられており，法的な拘束力は無いが各国の政策などに利用されている． 
最初に述べたように NKM への注目は 2002 年の IAEA の General conference での勧告に起因する．こ

の勧告では IAEA は”Strengthening the agency's activities related to nuclear science, technology and applications”
というテーマで次の 4 点に関して勧告している．それぞれ(A)原子力の科学・技術・応用に関する組織活

動強化，(B)原子力知識(Nuclear knowledge)，(C)イノベーティブな原子力技術の開発における組織活動

(Agency activities in the development of innovative nuclear technology)，(D)アフリカ睡眠病の撲滅キャンペ

ーン (Support  to  the  African  union’ s  pan  African  tsetse and trypanosomosis  eradication 
campaign)である．この勧告の背景には，原子力発電施設(Nuclear power plant: NPP)のスタッフの高齢化と

退職者に関連する問題が指摘されている(IAEA 2002)(IAEA 2008)．この問題点は，1990 年代後半の NPP
の構成員の効果的な教育に関した提案がベースとなっている(IAEA 1996)．1990 年代は 1950 年代から 60
年代に多く建設された初期の商用炉や研究炉の多くが計画運転期間を終了し，廃炉や廃止措置に移行し

始めた時期である(IAEA 2006)．教育の重要性に関しては，1990 年代は大学等で原子力に関する学科が

統廃合したり原子炉施設の新設が滞るなどで雇用の機会も減少したりすることで学ぶ場がなくなるこ

とが指摘されている．原子炉施設の廃止は進む一方で，この業界を担うスタッフが減少し，50 年代，60
年代からの従事者が大量に退職するという時期とも重なる．原子炉施設で従事するスタッフは，例えば



 

 

原子炉の運転や保守・メンテナンスが専門であり，決して解体業務が専門ではないが，長年培ってきた

運転技術などの情報や知識を適切に次世代に伝承することも教育的課題の一部として認識されている．

この種の課題は，日本だけの問題ではなく国際的な課題であり，2002 年には NKM として，今後も原子

力の科学や技術を高めていき，必要な知識等については適切に保存するという内容に繋がるものである． 
他方，原子力業界以外の退職等に関する問題にも目を向けると，日本では，2007 年問題(または 2012

年問題)というものがある．これは，団塊の世代と呼ばれる日本の高度成長時代に誕生した人口比率の大

きな世代が大量退職することで知識，技術，技能が喪失すると不安視された問題である(高木 2008)．
この 2007 年問題は根本的には解決されておらず，定年退職者を嘱託職員として雇用するなどして乗り

切ったという(高木 2008)．多くの企業でも同種の課題を持っており，水力発電所でもベテランの知識等

の継承が課題となっており，IT を使った取り組みで解決できないか検討がされている(柳澤 2007)． 
次に，IAEA Safety Glossary という世界的な原子力安全標準やそれに関した用語集から NKM に関する

説明を参照する(IAEA 2007)．この中では，マネジメント(management)は放射性物資の管理という文脈で

定義されており，放射性物質の製造や供給から保守，リサイクルまたは処分に関与する行政および運営

活動における管理であるとされている．また，マネジメントシステム(management system)は，政策と目

標を確立し，それらを効率的，効果的に達成できる要素の集まりである．構成する要素には組織構造，

リソース，組織プロセスが含まれ，これらは ISO 9000 で定義されている(IAEA 2004a)．一方，KM は，

統合され体系的なアプローチとして組織の知識を明らかにし，管理し，共有して，組織の目標達成を助

けることを集団の新しい知識の創造から可能にするものであるとしている．特にマネジメントシステム

という文脈において，KM は組織の洞察を獲得し，自らの経験からその理解や知識の獲得，記録，保存

と利用を助けるものであるとしている．このことから，マネジメントと KM は文脈が異なるものを対象

としており単にマネジメントに知識を付加したものではないことが分かる．また，NKM 理論に重要な

形式知(explicit knowledge)と暗黙知(tacit knowledge)については，形式知とは文書，図，計算，設計，デー

タベース，手順，マニュアルなどに含まれる知識であり，暗黙知とは人の精神・心(mind)に保持されて

おりどのような形でも捉えられたり伝達されたりできないものであるとしている．この文脈では．知識

と情報とは区別され，データは情報をもたらし，知識は情報の取得，理解，解釈によって得られると説

明している．このサーベイからは，IAEA Safety Glossary は用語集という特異性のため各用語の定義が列

挙されているが，他の IAEA の報告書(IAEA 2006) (IAEA 2016a)では同じ用語でも定義ではなく単なる用

語説明として明記してある点も明らかになった．  
 
2.2NKM に関する研究コンセプト 

 NKM 研究に関しては理論的な側面の研究がほとんど無いと述べたが，その中でも IAEA は NKM ま

たは KM に関する概念を提案している(IAEA 2012)．同レポートのイントロダクションでは原子力知識

をマネジング(Managing)
する 5 つの特性として複

雑性，コスト，タイムス

ケール，協力，教育に言

及している．5 つの特性

を考慮したいくつかのコ

ンセプトが提案されてい

る．これらは，研究計画

立案や組織に等に関する

基本的なコンセプトマッ

プ，プロセスマップなど

が紹介され，上位レベル

のゴールに関する KM の

整地コンセプトやマネジ

メントシステムに関する

主要構成要素のコンセプ

トなどである．図1はKM
に関する概念図である． 図 1  Example of concept map (IAEA 2012) 



 

 

これは KM に対するノードと関

係性を示している．例えば，KM
は用語集と参考ガイドで定義さ

れ，NPP や組織で実行できるとし

ている．しかし，これには KM が

何をどうするための何かがかけ

ており，主語・述語・目的語のト

リプルという記述で書かれてい

るが情報としては不完全である．

次に，図 2 は原子力に関する安全

性の向上や品質といった上位の

目的に対する中間目標とそれに

関する KM の技術を示したもの

である．ここでは，KM 技術のう

ち知識損失・教育・教訓・知識転

移などが中間目標を達成または

関与するとしているが，その具体

策までは言及されていない．図 3
はマネジメントプロセスとコア

R&D プロセス，それを支えるサ

ポートプロセスを示したもので

ある．KM はトップレベルマネジ

メントプロセスから導出される

としているが，そうすると図 1 と

の関係性が分からなくなる． 
いずれも概念の提案であり問

題とその解決に関する関係など

には踏み込まれていない点が分

かる．また，いくつかの用語が体

系化・分類されているという説明

もあるが，これだけでは NKM や

KM に関するガイドラインとし

ては不十分であるといえる．  
 
2.3NKM 研究事例 

NKM 研究に関して，NKM を応用した事例はいくつか見られる．例えば，原子力に関する計算機シス

テムでの研究フレームワークとしての利用である(Yanagisawa et al 2008)．この研究では，経営学の KM
ではなく原子力エネルギーの将来予測としてのシナリオ分析の側面で複数のデータを扱うという意味

において KM を捉えていると解釈できる．KM の知識管理の側面では，IT アプリケーションを利用した

KM 研究も見られる(Wang et al 2017) (Gardan et al 2017)．これらの研究は主に情報科学の領域が中心であ

り，原子力のデジタル環境(INDE)の開発といった文脈でも NKM または KM という用語は用いられてい

る(Patterson 2016)．NKM の大枠では，大量にデータを蒐集することや保存することで適切に管理・処理

し，原子力科学の開発期間の短縮，コスト削減，信頼性，操作性，信頼性，安全性につなげることも期

待されている．  
別の視点では，原子力の事故に関連した分類に関する研究がある(IAEA 2016b)．これは，IAEA が中心

となり．チェルノブイリやスリーマイル，福島での事故を教訓に，事故に関する研究や様々な知見をま

とめるための指針の整備である．日本でもこの分類指針は活用されており，福島事故のアーカイブに関

する情報が体系的に整理されてホームページで公開されている(權田ら 2014)． 
一方，廃止措置では，解体や廃炉は発電運転とは異なる業務であり，過去の情報や知識をうまく活用

しながら事業を進めることが必要であり NKM に期待されている(Iguchi et al 2016)．廃止措置でも様々な

図 2 Alignment of KM with the top level goal of the organization 

(IAEA 2012) 

図 3 Introduction KM as a major components of the management 

system (IAEA 2012) 



 

 

分野があり各々の研究アプローチは異なっている．そのためには NKM での包括的な視点や，全体を通

じた知識や情報の管理が重要である．例えば，知識管理の重要性は原子力施設のライフサイクルの初期

段階，つまり設計段階から始めることの重要性が指摘されているが，十分に対応されていないという

(Laria 2017) ．廃止措置での NKM 研究の活用は少ないが，廃止措置では，汚染部分を除去や廃棄物の減

容化などの技術的課題が重要な研究であるの点は，廃止措置の初期から変化していない(Smith et al 1978)．
こうした分野を体系的に研究する取り組みも見られるが，社会に与える影響に関しては十分に検討され

ていないという指摘もある(Invernizzi et al 2017)． 
 
2.4NKM における KM研究課題 

原子力分野の問題点のひとつは，原子力知識マネジメントの理論的研究の不足と現実的な問題解決の

方法論の未整備である．特に，原子力分野では廃止措置の進展や NPP に関してベテランの退職と若手の

原子力産業への参加などの課題もある．例えば，若手の雇用を促進することだけではなく，ベテランや

エキスパートの持つ多くの知識，高い技術，確かな技能などを有効に引き出して，それを後世や他者に

引き継ぐことは基礎や応用研究の促進だけでなく技術保持やイノベーションにも関する重要な課題で

ある．つまり，若手に対する直接的または間接的な教育ではなく，有用な知識・技術をどのようにして

伝承するのかといった課題でもある．これは，原子力産業以外の広く一般産業でも指摘されている問題

であるとも表現できる．現在，技術や技能の伝承には，データベース(DB)化，共有化，使いやすい形で

保存することなどは行われている．原子力に関する多くのデータを共有化したり，共通の技術標準化を

進めたりすることは開発コストの低減化，研究を活性化，安全性の向上などに期待されるものである． 
さて，原子力は様々な分野の知見が組み合わさる総合科学である．原子力発電などは既存のタービン

を使った発電技術だけでなく原子力に関する物理，数学といった基礎的な学問から，電気，機械，建築，

材料，情報などの応用学問まで幅広い分野の知見の集合体である．同時に，プラントに関する運転や安

全に関する実践的な領域も合わさっている．レビューでも見てきたように，現時点ではデータベースの

構築やそうした分野で行っている取り組みが原子力分野の KM 研究として提案されている．これは KM
の持つ側面の一つに過ぎない．ここでは対象となる知識がどういった種類の知識であるのか，つまり，

“簡単に引き出すことが出来るものか”“そうでないものか”の議論はほとんどなされていない． 
KM の持つ組織論的側面は，個々の具体的な解決を図ることももちろんであるが，それらのプロセス

をよりよく進めるための方法論の提供である．例えば，すでに文章化されている知識や情報は，知識工

学の分野を応用すれば体系化は可能である．しかし，例えば日本では，熟年労働者の高齢化や生産拠点

の海外進出を指摘することで，「技」が喪失していることが指摘されている(森 2005)． 
いずれにしても，「原子力知識に関するマネジメント」と「原子力に関する知識マネジメント」の捉

え方が明確に分離されておらず，どの問題にどのような方法でアプローチするのか構造化されていない．

さらに Kanke が指摘したように理論的な側面にも言及されておらず(Kanke 2016)，NKM と KM の関係

性に関してもほとんど議論が為されていない．これまでは，情報科学の知見を活用した KM も活用の可

能性を示すのみであり具体的な方法も不十分である．そこで，本研究ではすべての解決はできないが，

NKM 研究を発展させる基礎研究として，原子力分野における知識等の授受の具体的な課題解決を目指

すための知識に関するフレームワークの側面から研究が必要であると着想する． 
 
3.NKM 研究のためのフレームワーク 

NKM 研究を発展させるための視点として，蒐集や保存された原子力に関する情報や知識の理論に関

して，その扱い方に関する指針が必要である．そこで，NKM を一歩進める形での NKM 研究のフレーム

ワークとなるコンセプトを考える．まず，知識の基本的な定義は，IAEA も言及しているように，我々

が語ることのできないような属人的な知識や身体的な知識は暗黙知(tacit knowledge)であり，文章や言

語で語ることの出来るものは形式知であるというポランニーの立場に立つ(Polanyi 1962)(Polanyi 
1966)．そして，原子力発電施設(NPP)のライフサイクルを通じた二つの知識に関する基本的な考え方を

提示する(図 4)．原子力のライフサイクルに着目する理由には，NPP に関する基本的な知識の考え方を

提示すること，NKM の問題点でも指摘されていた過去の知識等の利用の必要性に関して考察を深める

ためである．そこで，NPP のライフサイクル(t n)には，設計(t1)，建設(t2)，運転(t3)，廃止措置(t4)と 4 つ

のフェーズで考える．この区分けは一般的な NPP に関するフェーズであり，発電設備を持たないような

研究のための原子炉(実験炉，研究炉)でも同様のフェーズで切り取ることができる．例えば，国内初の



 

 

大型水炉の廃止措置中の事例で

ある新型転換炉ふげん発電所の

フェーズを見ると，設計は約 4 年

間，建設 8 年間，運転 25 年間，

廃止措置の完了見込み 25 年間

(廃止措置準備期間を含めると30
年間)である．なお設計フェーズ

の範囲にもよるが，計画立案や

概念設計も含めると 8 年間ほど

となる． 
図の上部は形式知であり文章

化された知識や情報を概念的に

示し，下部は暗黙知として言葉

にされていないルールや暗黙的

に共有されている知識の概念を示している．時間軸が増大方向に従い，NPP 内で生産や保存される知識，

技術や情報は業務の進行ともに増加していく．図中の円は知識の蓄積の概念を示し，組織あるいは集団

が持っている集合化された知識を大きな円で示し，小さい円はそれよりも小さな集団や個人が持ってい

る知識とする．実際には様々な形態で保存されているが，ここでは深く言及はしない．この概念図で特

に示したい点は，形式知は組織内で文章等が廃棄や廃止されない限り保存されてるが，暗黙知は人に依

存するために単純に捉えることが難しいという点である．NPP に関わる構成員の相互作用により知識は

徐々に蓄積されていく一方で，個人が持つ情報は，個人が所有したまま，離職したりすると知識が喪失

してしまう可能性もある．特に個人や組織は暗黙的な知識は確かに有しているが，それを外からは観測

することができないからである．ポランニーは，外在化されている暗黙知を観察により個人が内在化で

きるとしているが，自分が内在化している知識と外在化していた暗黙知が一致しているかどうかは，表

出化ができない限り確かめることができない． 
さらに，形式知は組織に様々な形式・フォームでストックされているが，組織や集団が持つ暗黙知は

個人が持つ暗黙的な認識の集合体や組織内で暗黙的に共有される知識である．例えば，構成員が多けれ

ば多いほど暗黙的な認識は存在し，そこで文化や歴史が長く続いていれば，暗黙知も多い・大きいもの

であると一般的には考えることができる．現時点では有用性は問わないが，組織に人格がない限り，暗

黙知は個人が所有する知識である．しかし，暗黙知は個人がもつ知識であるために，個人に依存し，個

人と個人の間にある暗黙的な共有も位置の個人が不在になれば，簡単に喪失または欠落してしまう．最

初のフェーズである設計や建設段階の知識でも特に暗黙知は，運転期間が長期間になればなるほど，す

でに喪失していたりして保存することが困難になっていくといえる．失われた知識はすでに存在しない

ためにそれを伺い知ることは出来ない．そ

のため，原子力分野以外でもこうした知識

を如何にして抽出して保存するのか，そし

て継承，伝承するのか課題を抱えている．

さらに，単に抽出，保存するだけでなく，

その中でも伝承という視点で有用性や意味

に関する議論も必要である． 
 
4.NKM 分野のための概念モデル 

ここでは，知識等を伝承するため研究コ

ンセプトを検討する．上記 3 では，構成員

の増減や時間とともに知識は徐々に増加，

蓄積あるいは消失したりすると述べた．そ

こで，知識の伝承という文脈で，古川は知

識・技術・技能の伝承に関する研究として

それらの構成や概念を提案している(古川

慈 2014a)(古川慈 2014b)(古川慈 2015)．こ
図 5 知識・技術・技能の構成 

図 4  NPP の知識の増加と喪失の概念図 



 

 

れは，ポランニーに関する知識の

定義を参照し，広義の知識として

形式知と暗黙知，技術などの構成

を考えるものである．例えば，形

式知には技術，文章，仕様，数学

的表現，形式言語表現などがあり，

これらは比較的容易に伝達(利用)
可能であるとし，暗黙知には，ノ

ウハウ，技能，洞察，直感，観，信

念，観点，価値があり，これらは

容易に表現できないものと考えて

いる．このモデルは，伝達可能な

部分とそうでない部分の境界は分

割が困難であるとして明確に分離

ししてはいない．実際に古川も，

暗黙知と形式知の境界領域が曖昧であるため，明確にすることが難しいと述べている． 
そこで同モデルを発展させる形で知識等の伝承に関する知の表現に関する概念モデルがある(樽田 

2018)．これにより，境界領域にあるような曖昧な知識を，何が伝承できて何が伝承できないかをより厳

密に議論することが可能となる．知の表現モデルでは，暗黙知の原義であるポランニーに従い暗黙知を

言語化できない知識であると捉えて，曖昧な部分を排除し“可能・不可能”，“できる・できない”と

したモデルである(図 6)．例えば，暗黙知に関しては「言語化していない知識」は「言語化できない知識」

とは異なり，単に外に表現・表出されていないだけであると指摘されている(大西 2007)．これに従うと，

言語化されていない暗黙知は，言語化・表出化・表現化されていない形式知である．そして，「言語化

できる・できない」と「表現化(表出化)できる・できない」という要素に対して知識の表現を提案した．

ただし，野中らも指摘するように，形式知の背後には多くの暗黙知があり、暗黙知と形式知は対立する

ものではない．相互補完的な関係にある(野中ら 2003)．本研究では，この概念モデルを NKM の基礎理

論の一部を担うものとして捉え直し，知識の伝承や授受に関してモデルを発展させる．  
第一象限は「言語化できる」且つ「表現できる」ものである．ここは形式知が付置される．例えば，

ノウハウや明文化されていないルールは暗黙知として捉えがちであるが，厳密には明文化されていない

ルール等は，言語化できるため形式知である．明文化されていないということは，個人の中に語られて

いないだけで潜在的に持っている知識とも表現できる．そこで，ここでは潜在知と呼ぶことにする．潜

在知では．言語化や表現化を単にしていないものは，「できる」と捉え，「難しい」中で「できる」部

分は形式知であり「できない」部分は暗黙知であるとする．潜在知の逆は，既に顕在化しているもので

あり顕在知と呼ぶ．これは形式知と同意であるが，「形式」とはフォームに従った知識という意味にも

捉えられ，暗黙知という言語化ができない知識を考えた場合，その対義語は，形式に従った知識ではな

く，顕在化している知識であるとみるのが自然であると考えた．なお，形式知の定義に含まれる文章，

仕様，数値など表現できて，言語化も文章化もできるものが形式知として付置される．原子力において

重要な「技術」もここに付置されるとした． なお，森は「技」を技術と技能の側面から整理しており，

ポランニーの定義とも親和性が高い(森 1996)(森 2005)．森は，技術は方法や手段であり，技能は行為

や能力であると定義している．技術は流通が容易であり，客観的なもの，例えば，マニュアルや仕様に

よって伝播するのに対して，技能は流通が困難で人間を通じて伝承するとしている．例えば，技術に関

する映像を記録として残しても，カンやコツといったものを流通させるのは困難であると説明している． 
第二象限は，言語化できないが表現できる身体知や技能が含まれる．身体知は暗黙知の一種であるが，

第三象限は，言語化も表出化もできないより深いと表現できるような暗黙知が付置される．そこで，第

二象限は，身体知としての芸術や運動がある．例えば，実際の自動車の運転は身体知に依存しており，

形式知である運転マニュアルを随時参照することはない．アクセルを踏む，ブレーキを踏む，ハンドル

を操作するなどは周囲の状況を暗黙的に判断して統合し，実際に運転をしているのである．ダンスとい

った運動や芸術表現も同じである．例えば，原子力の運転マニュアルや設計，施工や解体に関するマニ

ュアルは形式知であるが，これを参照し実際に行動するという部分は暗黙的な身体知に依存する．また，

このマニュアルは細かい点まですべてを網羅的に記述されてはいない．ある機器を操作する際には，手

図 6 知の表現モデル 



 

 

や足，指をどのように動かすのかまでは明示的に示していないし，操作者もそういった身体の動きを頭

で考えて実行することは無い．その意味において，マニュアルとは，暗黙的または非明示的な手順が含

まれているといえる．完全な情報や知識は何かを定義することは必要であるが，形式知であるマニュア

ルは，重要な要素の集合体であり，単に口伝を形式知に変換しただけではすべてを伝承できるとはいえ

ないと考えることができる． 
第三象限の深い暗黙知は，感覚，センス，感性といった根拠や判断の拠り所となるものである．カン

やコツは身体的に表現ができるが，その根拠や背景となる感覚や感性を具体的に言及することはできな

い．例えば，諏訪(諏訪 2005)が提案しているメタ認知的言語化では，身体的な運動は，最初はマニュア

ルに従い表現できるが，頭で考えなくても自然と表現できるようになると言語表現はできなくなるとい

う．また，古川ら(古川康 2007)は，メンタルモデルをより望ましい形へと再構築が行われることで身体

知に関しては習熟が進むという．ここでいうメタ認知とは，客観視や内省，内観というようにある対象

のシステムを外界から捉えようとする行為ではない．さらに，メタ認知的言語化を実施することで身体

や思考を制御するのではなく，システムの中，身体や環境の中に体感できることを増進させるツールと

しての位置づけであるという(古川康 2007)．これらの研究背景には本研究とも関連する観察に関する

議論がある．これは，郡司(郡司 1997)や松野(松野 2000)が提案する観察・観測に関する方法論である．

これまでの自然科学の観察は，主体と観察対象の分離したいわば外部観測であるとい，それとは反対に

内部観測という対象を内部から観測する方法論の提案である．諏訪はメタ認知的言語化の具体例を，外

部観測による分析で熟練者と素人の差と熟達者の身体知の獲得プロセスに着目した行為者の理論から

も説明をしている．なお，松野は内部観測を「経験世界の内に現れる個物は何であれ，他の個物と関係

を持つとき、相手から受ける影響特定できる限りにおいて，その相手を同定する．しかも相手を同定す

る，とするこの観測はこの経験世界の内で絶えることがない．何が何を観測しようとも，その観測は後

続する，果てしのない観測を内蔵する．これを内部観測という」と説明している．第三象限はこのよう

な観測・観察の問題も含有しており，システム科学，知識科学や KM の研究分野でもあるといえる．  
第四象限は，言語化はできるが，表出化できない形態や認知に関するものが付置される．なお，第三

象限では，感覚や感性といった五感に関するものが考えられるが，それらは観測により数値化できたり

相対的に評価可能ではあるが，感じたり考えたりする根拠は表出化ができないものである．また，第四

象限は，逐行的言語のように言語化ができれば表現や表出化は可能であると考えられるが，適切な事例

を見つけることはできない．しかし，人の顔の認知やその判断など知っている・分かっているが表現で

きないものがあるとこの象限に相当すると考えられる．ポランニーは，形態・ゲシュタルトは認識を求

める過程で能動的に経験を形成しようとする結果として生起されるしている．つまり，部分を認識した

り理解したり表現することはできる．目や鼻や口の位置や形である．しかし，全体としてそれを認識し，

人間の顔，男性，女性，個人を特定するという判断の結果や根拠・プロセスは，表現できなくなり，深

い暗黙知との関係性が生じると考えられる．また，部分と全体の認識や近接項と遠位項の関係にも関す

る議論が必要である．NKM では，ベテランの判断を類型化したり，計算機で表現したりと情報科学分

野からのアプローチも期待もされている．エキスパートシステムはベテランの判断や診断を計算機で実

現するものである．しかし，プロダクションルールを十全に整備することへのハードルもありうまくい

く事例とそうでない事例に分かれる．これは類推過程の改善の課題もあるが，認識の側面からは第 4 象

限に関連する議論もあると捉えることができる．この点に関しては原子力分野でうまくいく事例とそう

でない事例の差異やうまくいかない場合の改善に関する研究に貢献できると考えている．  
 
5.議論 

5.1 知識の表現モデル議論 

NKM に関しては次世代に何かを伝承したり適切に教育を

したりといった具体的な活動を考えた際に，これまでの NKM
の取り組みは，各象限から第一象限へと知識を変換すること

が一つの目標であるといえる．つまり，体系化したりマニュア

ルを作成したりすることである．ただし，4 で述べたように，

現実的にはすべてを詳細に記述することは困難な作業である

といえる．ここで示したモデルでは，個人，集団，組織といっ

た枠を定めていないが，今後は，有する知識の対象を問わず学 図 7 知の表現の階層構造 



 

 

術的に扱うためには何らかの形で表出化する必要がある．例えば，単純に知の表現に個人，集団，組織

に関する階層的な表現があるとことは十分に考えられる(図 7)．しかし，それぞれの各ノードと関係性

に関しては今後の課題である． 
一方，第一象限内で潜在化している潜在知を顕在化するという研究も NKM において知識等を次世代

に伝承するために必要なプロセスである．例えば，ベテランやエキスパートが持っている知識などは，

これまで語られていなかった点は，第一象限にあると考えて，それらを文章化・顕在化する試みである．

原子力施設では，様々な記録が存在しているが，さらなる安全措置が取られたり，改修されたりして，

過去の状況と異なる状況になることも考えられる．その時に，語られていない情報や知識をなるべくな

くすような試みは必要である．一方，エキスパートが持つ判断や身体的な動きや判断に関しては第二象

限にある知識が対象となり，それを第一象限へと変換する研究や取り組みが必要である．  
ここで，表出化したものを体系化するためには，研究課題として，(1)情報や知識を引き出すこと，(2)

引き出されたものを加工がしやすく長期的に保存すること，(3)保存された知識等を利用すること，の 3
点が考えられる．これまでの NKM 研究では，既存の属人的ではない情報や知識に対して(1)(2)の点に

関して研究が取り組まれてきた．KM を適応させるためには，(3)の利用に関して，知識の創造や統合が

為されやすい環境や方策の検討，イノベーションに関する場の創出など，本来の KM の研究知見が活か

せるはずである．そのためには，まず，属人的・局所的に保存や潜在化していたりする知識等に対して

顕在化，形式知化・明示化することが必要である．特にこれは(1)の情報や知識を引き出す部分の研究課

題とも関連する．(2)は情報科学分野が得意とする課題であるが(1)～(3)の課題とのつながりを考慮する

と単なる DB を作成するのではなく，知識を創出しやすいデータ構造や標準化技術といった新しい視点

を提供がいる．(3)の研究課題では，知識の汎化・体系化・概念化も関連し，他者が利用するという文脈

が重要である．例えば，マニュアルや教材としての利用，ベテラン技術者の技術を計算機や機械でシミ

ュレーションするなどの利用形態も考えられる．また，暗黙知から形式知に変換することが難しい部分

は，これまで，原子力分野の研究では，KM の理論を活用や OJT の実施というように具体的ではなかっ

た．同モデルを通じてその対象をより具体的に指示することも可能になる．つまり，OJT で対応できる

部分はそれで行い，逆にそれ以外は，テキスト化や OFF・JT や e-learning など他の可能性を検討する

ことで資源をより効率的に配分するのである．  
 
5.2 知識等の伝承プロセスの議論 

これまでのNKMではベテランの知識などは SECI モデル

を活用した抽出が検討されていた．しかしながら，SECI モ

デルを使用して，暗黙知を形式知に変換するというのは，理

論の一部を用いたものであり正確性に欠ける部分がある．

SECI モデルは，創造的な企業の特徴を理論化し，これまで

不確かだった知識の創造の過程を明示化した点に本質があ

る．知識を変換はプロセスの一つである．そのプロセスは，

個人の暗黙知が集団や組織の形式知になり，さらには，個人

が内省化し個人の暗黙知になるという一連の過程を説明し

ている(図 8)．つまり，ベテランや若手を集めて議論したり

グループワークしたりするだけでは新しい知識が生まれた

り伝承が為されたりはされない．例えば，言語化できない暗

黙知は，観測者が外から暗黙知を持っている人の近位項(近
接項)ではなく遠位項しか観測できない．それを何度も観測したり，ともに体や頭を働かしたりしながら

内在化(dwell in)する必要がある．しかしながら，SECI モデルは NKM において，共同化．表出化，連

結化，内面化という各フェーズ知識が連続的に創造されるというプロセスに関わる重要な知見を与えて

いる．これは伝承の具体的な方法を構築する際に参考となる指針である．これまでの NKM 研究も DB
を作ったり，事例を体系化したり，それらを共有したりすることが主眼に置かれていた．その文脈に従

えば SECI モデルを参考にしているといえる．しかし，知識の創造という側面で，どういった問題を解

決するためにどのような知識が創造されて，解決されたのか，残された課題は何であるのかなどの分析

は十分ではない．本研究では，知識等の伝承を中心的な課題と捉えて，そのために研究の基礎となるフ

レームワークに着目している．このフレームワークはポランニーの知識の定義を参照したり，伝承研究

図 8 SECI モデル(Nonaka et al 1995) 



 

 

や身体知研究を参照したりとこれまで議論

されてこなかった側面から今後の NKM 研

究を発展させるために必要な下地となって

いるといえる． 
そこで，既存の SECI モデルを参考にし

た KM の捉え方と本研究で提示したモデル

と SECI モデルの関係性に関して述べる．

新しく提案した知の表現モデルと KM の関係性として，従来の SECI モデルを参考にした知識等の伝

承，継承や変換の理論ではなく，新たな伝承・創造の形態が考えられる(図 9)．その際に，個人や集団，

組織が持っている潜在知，身体知，技能を表出化(Externalization)する必要がある．知の表現モデルの

(1)情報や知識を引き出すことと対応している．次に，それを対象から得られた知識以外の知見も合わせ

て一つの新しい知識へと連結化(Combination)していく過程がある．例えば，情報の抽出だけなくその

結果と他の知見も加味して複合化したり総合化したりした知識にする必要がある．これは情報に文脈を

付加する知識化でもある．そうして加工された知識は他者が利用できる形態へと変換する過程として共

同化(Socialization)や一般化，モデル化，類型化・体系化という広く利用可能な公共財的(public 
knowledge)な知への変換を得る．例えば，レポートや論文，広く周知できる状態にするのである．最後，

それらがまた利用されて，個人や組織が新たな知識を生産して，暗黙知を獲得し内面化(Internalization)
する過程に繋がる． 

この点を NKM 研究においてさらに議論を発展させて知識の表現と相変異の概念モデルを提案する

(図 10)．原子力研究は世界中で行われているが，国によって公開されているデータの差異や規制や基準

などが異なっている．そのために IAEA は共通の技術仕様書や制度や指針の作りをしているといえる．

そこで，グローバルとローカルという二つ知の形を考える．誰でも自由に利用可能な知識(External 
Knowledge)で広く世界的に公開されているようなグローバルな知識(Global Knowledge)，一方は，内製化

されていたりする知識(Internal Knowledge)，公開が限定であるような局所的で各国のみに保存されてい

るようなローカルな知識(Local Knowledge)である．図中の I 知は，グローバルであるが個人や局所的に

存在する Internal，Individual な知識であり，分散していたり非構造的であったりする知識である．NKM
の情報管理に関する課題に相当する．非構造的な知識はそのままでは活用することが非常に難しいため

に何らかの形で体系化または構造化する必要がある．これが Externalization された E 知にあたる．野中

らに従うと．情報と知識の違いはコンテクストにあるという．つまり，文脈を持った知識とは，前後の

つながりや意味を把握できるような構造化や体系化された知識である．例えば，情報科学や知識工学に

おけるオントロジーによる体系化などがこの分類で活躍すると考えることができる．さらに，知を有効

に活用するためには，ある分野(ドメイン)において体系化された知識を他の分野の知見と統合する必要

がある．この過程が Combination に

あたり，知識を次の段階にするた

めに加工するプロセスを有する．

同時に，原子力以外の他分野の知

見も活用することが必要である．

例えば，E 知のオントロジーを活用

するならば，作業・タスクといった

意図を明確にしたオントロジーを

構築するなどが考えられる．ここ

までは，概念的には個人や集団，ま

たは各組織，各国での研究活動で

ある．原子力分野は総合科学であ

り，研究分野によっては非常に大

型の装置を必要とするために各国

の連携も必要であるし，各組織等

に分散された知識であるといえ

る．そのため，公共財化・公開化さ

れた知識としてオープンにするプ
図 10 知識の表現と相変異の概念モデル 

図 9 知識の変換過程 



 

 

ロセスが重要である．これが，Publish または Socialization Knowledge にあたる．さらに，単にオープン

にするだけではなく，その知識は検証されて正当化される必要がある．そのためのグローバル化でもあ

る．このように公開化された知識はまた，各個人，組織，国などにより利用されて次のスパイラルに進

むといえる．このような研究フレームワークには，単に NKM に KM の考えを応用するのではなく，相

応しい形に適応させることが必要である．単なる応用であれば，各分野の知識を各課題に応用するだけ

に終わってしまい，NKM として本来解決したい課題に十分に対応できないといえる．つまり，部分的

な解決を全体的な解決に繋げる際に各知を如何にして統合し正当化するのかといった課題に答えるこ

とが必要であり，異なるディシプリンの統合といった問いに答えることが求められ，結局は部分最適可

能な全体に関する議論は避けて通れないのである． 
 
6.まとめ 

本研究では，原子力知識マネジメント(NKM)を発展させるために知識マネジメントの適応に関して論

じた．これまで NKM はその重要性が認識されるものの，KM という文脈を単に管理するためのものと

して利用やデータベースの作成など個別課題への応用方法として利用していた．例えば，DB は，大量

にある原子力に関連した情報を体系化するのには非常に有効的な手段であるが，原子力に関連する知識

等の伝承やそもそもそれらをどのように引き出すのか，といった課題には対応していない．一方，情報

システムは単なる計算機システムでなく，人間活動システムとして見る必要があるという(Checkland 
1981)．つまり，我々の活動には，コンピューター技術により，サポートされるケースとそうでないケー

スがある．これまで NKM は，知識マネジメントでも情報管理を中心に扱ってきた．これは，膨大な情

報を整理するためには重要な研究である．この膨大な情報を人間が適切に扱うには，それ以外の，つま

り，技術マネジメントや知識マネジメントも重要になってくる．そのためには，既存の研究の理解とさ

らなる発展が大切である．NKM を発展させるためには，原子力の特徴である様々な分野の集合体や統

合された科学分野といった特徴を捉えることも必要である．工学分野のディシプリンは要素間言論的で

あるが，そこで従事する人に着目した場合は非線形な問題も発生する．つまり，既存の NKM 研究の延

長では対応できない研究分野である．しかし，廃止措置に関しては，それ自体を俯瞰視するような研究

はほとんどなされていない．NKM 研究を発展させるためには，どの部分の知識をマネジメントしてい

るのかを明確にし，問題解決するためには，どういった分野の知見を，なぜ，どのように原子力に用い

るのかといった点を明示化する必要がある．本研究では，NKM に対して概念的な視点から論じてきた．

そして，今後の NKM 研究を発展させるために必要な研究概念を提案するという学術的貢献を為した． 
しかし，本研究の限界として，具体的な方策に関しては言及できていないことがあげられる．また，

NPP に関して述べたが，NKM を活用した理論に関しては十分な議論は尽くされていない．しかし，こ

れまで NKM の枠組みを論じた研究は少なくその点では，今後の NKM 研究を発展させるためのひとつ

の視点の提供となっている．今後は，部分的な課題と全体的な課題など様々な視点から研究することで，

より具体的な方法論や理論体系の発展に関する研究が必要である． 
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