第 19 回：知識は利用してはじめて顕在化する。
発想の 転換を 大胆 にして みよ うと思 いま す。人 間が一 生かか って 獲得し 得る すべて の知識
の量を、 誰もが 均等に 、この 世に生 まれい でた 時点で既 に与え られて いると 仮定し ます。 但
し、この 仮定に は、一 つだけ 前提条 件があ りま す。この 与えら れてい るとす る知識 は、非 常
にヘソ曲 がりで あって 、＜す べての 知識は 与え られてい る＞と いうこ とを、 本人が 自ら気 づ
き、その うえで 、その 知識を 使うこ とによ って 、はじめ て顕在 化する という 性質を 持って い
ると仮定 するの です。すべての 知識を 与えら れ ていると いって も、そ の知識を 使うこ となく 、
しまいこ んだり すると 顕在化 しない とする 前提 条件です 。
もちろん 、この 仮説に は反論 がある ことは 承知 の上です 。そん なこと はない 、人間 にとっ
て、知識 とは＜ ゼロか ら獲得 し得た 総量＞ にほ かならな い。獲 得し得 る知識 の総量 を、人 間
であるな ら誰も が初め から与 えられ ている なん て、そん なバカ なこと は有り 得ない 、とす る
反論です 。知識 は、他 人に負 けない くらい の努 力をして 初めて 勝ちと るもの であり 、人間 は
努力なし では、 知識を 手にす ること は不可 能で ある。従 って、 真面目 にコツ コツと 努力し な
ければな らない 、とき には犠 牲をも いとわ ない という決 心が必 要であ る、と いう反 論です 。
しかし 、冒頭 に述べ たよ うに、 この 項では 発想 の転換 を大胆 にして みよ うと思 いま す。人
間が平均 して80年以上 の人生 を生き ていく うえ で不可欠 な、さ まざま な知識 は、そ のすべ て
を生まれ たとき から誰 もが同 じだけ 与えら れて いるとし ます。 ゼロか ら獲得 してい くとす る
知識を＜ 所有し た知識 ＞とし 、すべ ての知 識は 生まれな がらに して既 に与え られて いるが 、
利用しな ければ 顕在化 しない という 知識を ＜利 用した知 識＞と して、下記に 図解し てみま す。

つまり、 この図 でもわ かるよ うに、 生まれ なが らにして 与えら れた知 識を利 用する ことに
よって顕 在化さ せた知 識も、 努力し て勝ち とっ た知識も 、知識 の量に 違いは ありま せん。 知
識は持っ ている だけで は、何 の価値 もあり ませ ん。知識 は使っ てはじ めて価 値を生 み出す も
のです。 また、 知識は 、その 知識を 必要と する 人が存在 しなけ れば何 の価値 もあり ません 。
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知識は必 要とさ れては じめて 価値を 生み出 すも のです。
問題は、 どちら の方が より多 くの知 識を手 にで きるか、 という ことで す。知 識は、 ゼロか
ら獲得し ていく もので あると する従 来の常 識に よる方法 と、こ の世に 生まれ いでた 時点で す
べての知 識を与 えられ てはい るが、 利用し なけ れば顕在 化しな いとす る仮説 による 方法と 、
いったい 、どち らの方 がより 多くの 知識を 手に できるの でしょ うか。
知識はゼ ロから 獲得し ていく という 従来の 手法 は、初め はゼロ なのだ から自 分以外 のどこ
から探し てこな くては ならな い、獲 得しな くて はならな い。知 識は有 限であ るとい う意識 が
芽生えま す。知 識を獲 得する 、所有 するた めの 『手段』 を常に 考え続 けると いう意 識が潜 在
的に存在 します 。
一方、知 識は利 用しな ければ 顕在化 しない とい う仮説の 手法は 、知識 は無限 にある という
意識が芽 生えま す。但 し、こ の知識 は利用 しな ければ顕 在化し ないか ら、知 識を使 う、利 用
するため の『目 的』を 常に考 え続け る意識 が潜 在的に存 在しま す。果 たして 、人間 が知識 を
手にして いく経 緯とし て、ど ちらの 手法の 方が 、より多 くの知 識を手 にでき るのだ ろうか 。
前者の、 知識は 有限で あると 信じて いる人 たち の間では “知識 を有限 だから 、限り あるも
のだから 、みん なで分 かち合 ってい くと、 その うちに枯 渇する のでは ないか ”とい う猜疑 心
が芽生え 始めま す。限 りある ものを 分かち 合う ことは、 初めの 頃は、 たくさ んある から少 し
ぐらい減 っても 意に介 さない でので すが、 ある 量を境に 不安と 不信が 一気に 押し寄 せてき ま
す。所有 欲は際 限がな いので す。苦 労して 手に 入れたも のだか らとし て、知 識は、 囲い込 ま
れて閉ざ されて しまい がちに なりま す。所 有で きた人と 所有で きなか った人 が偏在 し、往 々
にして争 いごと に発展 してい く可能 性が大 きく なります 。
後者の、 知識は 無限で あると 信じて いる人 たち の間では 知識は 無限に あるが 、利用 しなけ
れば顕在 化しな いとい う前提 がある ために、
“ みんなで 利用し 合うこ とを考 えよう ”とし 始め
ます。無 限にあ るもの を独占 しよう とする 人間 はいませ ん。但 し、上 手に利 用でき た人と 、
上手に利 用でき なかっ た人が 偏在す ること はあ ります。 しかし この偏 在は、 上手に 利用す る
方法を習 得すれ ばすぐ に解消 できる 偏在で す。 後者の知 識は、 囲い込 まれて 閉ざさ れてし ま
うことは なく、 むしろ オープ ンなカ タチで 共有 化すれば 、より 多くの 知識を 顕在化 できる は
ずだ、と 気づく ことが できる ように なる可 能性 が大きく なって いきま す。

※ 次回 掲載 予定 ・・ ・ 第 20 回： 知識 をお 互いに 交換 し合 うこ とを 学習 とい う。
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