
◆「日本ナレッジ・マネジメント学会第 17 回年次大会の詳細報告」 

基調講演・特別講演司会のまとめ：本学会理事 植木英雄 

基調講演・特別講演を聞いての感想:本学会理事 進 博夫 

Aトラック①②司会・コメンテータのまとめ：本学会専務理事 山崎秀夫 

Aトラック③④司会・コメンテータのまとめ：本学会専務理事 大西幹弘 

Bトラック①②司会・コメンテータのまとめ:金沢工業大学教授 加藤鴻介 

     パネル討論会司会のまとめ：本学会理事 進 博夫 

        写真と編集:本学会理事 松本 優 

 

2014 年 3 月 8 日（土）、9：30～17:30 に横浜国立大学経営学部講義棟 1 号館 106 教室及び 105 教室に

て日本ナレッジ・マネジメント学会の第 17 回年次大会が開催されました。大会テーマは『経営者の知

―ネットサービス型産業化への転換―』で、会員

を中心に約 80 名が参加し、熱心な討議を繰り広げ

ました。 

当学会メルマガ前号Ｎｏ.79 で,年次大会の実施

報告を掲載しましたが、その中でお約束した年次

大会の詳細レポートです。個々の講演や発表の概

要(要約とコメント)を写真付きで、報告します。 

報告者としては原則としてそのプログラムの司

会者や、司会者兼コメンテータにお願いし、写真

の挿入と連結・編集をメルマガ編集長松本が行い

ました。 

 

◆開会行事 
総合司会の植木英雄 理事（今大会のプログラム委員長・東京経済大学教授）の紹介で最初に大会実行委

員長の山倉 健嗣 理事(横浜国立大学大学院教授)の開会挨拶で始まりました。私の専門と少し離れた分野で

あり、開催をお引き受けしたものの、 ホームグラウンドだけどアウェイの気持ちで今日の開催を迎えまし

た、と笑いを取り、本日の皆さんの発表が楽しみですと期待を述べられた。(編集者)  

 (大会実行委員長の山倉 健嗣 理事の挨拶)                  (開会時の会場の様子) 

横濱国立大学の構内にあるモニュメント 



▼この後、午前の司会者の植木 英雄教授より本大会テーマの「経営者の

知―ネットサービス型産業化への転換―」に関するプログラムの趣旨が説

明された。また、午前の部の進行方法や午後のトラックの報告者、会場の

変更などについての説明もあった。(以下▼の文は編集者の記述で文責は

松本優です) 

 

◆午前の部 基調講演と特別講演 
 

◇午前の講演のまとめ  

作成者:午前の司会者 植木英雄（学会理事、第１７回大会プログラム委員長） 

第 17 回年次大会は、3 月 8 日（土）横浜国立大学で開催され、「経営者の知―ネットサービス型産業化

への転換―」をテーマに午前中は、基調講演と特別講演が行なわれた。基調講演では、日本コカ・コーラ

副社長の鈴木祥子氏が「ソーシャル・デジタル時代の Coca-Cola Way of Marketing」と題して、同社の 2020

年ビジョン「長期成長戦略」についてスライドや随時 VTR 映像も交えて具体的に講演された。同社のスマ

ホを軸とした展開、パッション、自分ごと化などに力点を置くソーシャル・エンゲージメント・センター

の活動などグローバル企業のベストプラクティスから得られた知見は、日本企業にとって近未来の経営実

践の道標となろう。 

続いて（株）インテリジェント ウェイブ会長安達一彦氏より「Ｍ２Ｍ革命と今後の経営」と題して特別

講演が行なわれた。本大会では新しい企画として講演内容に講演者と討論者が質疑を交えて課題を議論し、

大会テーマを深堀するため安達会長と山崎秀夫 専務理事との間で活発な討論対論が展開された。 

時代の先端をいくＭ２Ｍ産業革命の時代における今後の経営のあり方について気付きと示唆が得られた。 

基調講演と特別講演の概要については、お二人から寄稿された以下の講演要旨を参照されたい。（全講演

録については、学会誌『ナレッジ・マネジメント研究』第 13号に掲載予定。） (以上 文責 植木 英雄) 

 

★ 基調講演：「ソーシャル・デジタル時代の Coca-Cola Way of Marketing」 

講師： 鈴木 祥子 氏（日本コカコーラ(株）マーケティング&ニュービジネス IMC副社長 

 

【講演の要旨】(鈴木 祥子氏提供)   

ザ・コカ・コーラ・カンパニーは、「世界中にさわやかさをお届けすること」「前向きでハッピーな気持

ちを味わえるひとときをもたらすこと」「価値を生み出し前向きな変化をもたらすこと」をミッションとし

（鈴木 祥 子 氏） 

 

 

(午前の司会の植木 英雄 氏) 



て、世界 200 カ国以上で展開を行っている。世界 200カ国以上にまで展開してきた背景には、それぞれ 

の国で地元の企業と組んだ地域密着企業を目指してきたからである。日本でも、原液の供給と製品の企画

開発や広告などのマーケティング活動を行う日本コカ･コーラ株式会社と、製品の製造・販売を行うボトラ

ー社や関連会社などで構成されている。 

100 年以上も前に誕生したコカ・コーラは、今後 100 年においてもポップカルチャーのグローバルアイ

コンでありたいと考えている。そのために、コカ・コーラとして大切にしていくアイデンティティやデザ

インはグローバル共通のものとし、消費者との接し方は時代時代の最先端かつ、展開する国の消費者のパ

ッションポイントに沿ったものとしている。長期成長戦略「2020 Vision」において、これから何十年にも

わたり企業として成長していくためには、先を見据え、世界の動向を把握し、自身の未来像を思い描き、

変化に応じて速やかに行動しなくてはならないと掲げている。 

そのような考え方に基づいて、マーケティング手法、及び社内ナレッジ・マネジメント手法は、ソーシ

ャル・デジタル時代を前提としたものになっている。 

日本コカ・コーラ社内のナレッジ・マネジメントは、消費者コミュニケーションの手法と似ている。そ

れは、頭の中で合理的に理解いただくことだけではなく、人々の心に訴え、エモーショナルに自分ごと化

できるような仕掛け、仲間と共に分かち合う体験を提供することで記憶に残るような仕掛けを考えている。

消費者がタイムリーにどんなことを考えているかを把握し、リアルタイムエンゲ－ジメントを行うために、

2013 年にはソーシャル・エンゲージメント・センターを設立した。このセンターでは、コカ・コーラ社の

主要ブランドについて、毎日、過去 24時間にどのようなことを語っているのか量的質的に分析をし、デイ

リーレポートに取りまとめ、全マーケターにシェアされている。今日、全世界で毎日 19 億杯のコカ・コー

ラ製品が愛飲されている。マーケティングの基本は教科書から学ぶのではなく、毎日 19 億杯愛飲いただい

ている消費者から学ぶことをソーシャル・エンゲージメント・センターを通じて体現したいと考えている。 

(以上鈴木氏) 

 

★特別講演「Ｍ２Ｍ革命により経営が変わる」 

 講 師:安達 和彦 氏((株)インテリジェントウェイブ会長) 

 討論者：山崎 秀夫 氏(学会専務理事) 

   

(講師:安達 和彦 氏)             

<講演の要旨>(安達 和彦 氏提供) 

Ｍ２Ｍ(Machine to Machine)は、別名モノのインターネット(Internet of things)と呼ばれる。 

従来のインターネットは“人のインターネット”であり、モバイル端末の普及により、100億近くの IP 接

続が予定されている。 

 しかし、“モノのインターネット”では、これが 10兆近くに拡大すると考えられている。 



ここで言うモノとは、センサー、ロボット、コンピュータの事を指している。 

 最近のセンサーは、人間の五感を大幅に超えた能力を持っている。例えば視覚で見ても、人間が見る事

のできる可視光線の領域は極めて小さい。我々は、放射線、Ｘ線、紫外線、赤外線、電波は見る事ができ

ない。しかし、センサーを使えば認識できる。センサーはそれ以外にも、多種な物理量、化学物質、細菌

に至るまで認識できる。このセンサーが、インターネットに繋がる事によって、あらゆる物理的データが

リアルタイムでかつ、全地球規模で認識されるようになる。又、ロボットが繋がれば、地球規模で活動す

る事が可能になる。 

 又、近年、経営手法も変化しつつある。特に“経営のダッシュボード”とか“マーケティングのダッシ

ュボード”といったＥＲＰやＣＲＭで促えた経営や顧客情報をリアルタイムで“見える化”するといった

事が始まっており、それの根拠となるデータは、精度とスピードが要求されている。 

“人のインターネット”の現在でも、ＳＮＳやＷＥＢ等の普及で、情報のスピ－ド化や正確性が増してい

るが、“モノのインターネット”の時代になれば、その精度とスピードは、数十倍・数百倍にも改善しこれ

を経営に使わない企業は、組織の大小に関わりなく脱落への道をまっしぐらとなる事は自明である。 

特に今後大きく変化する領域としては、行政、エネルギー、物流、医療、農業があげられる。正に大革命

前夜といった状況であり、これらの対応が総ての企業、団体、公共機関に急がれなければならない。 

 現在日本での成功事例をあげるとすれば、コマツのＫＯＭＴＲＡＸがあげられる。これは、コマツの販

売したブルドーザ等の位置、移動スピード、稼働率、エンジンの状況等をリアルタイムで把握できるもの

で、ただコマツのみならず、ユ－ザの会社に於いても、貴重な経営データである。ＫＯＭＴＲＡＸの活用

は大幅な経営革新となる。 

 今後の課題としては、小さくて、エネルギーを使わないような新しいセンサーの開発、従来の機器のス

マート化、新しい数学によるビックデータの解析技術、現在のスーパーコンピュータとは異なるアーキテ

クチャーを持つ量子コンピュータの実用化等があげられる。（以上 安達氏） 

 

◇基調講演、特別講演を聞いての感想 

   作成者: 進 博夫 (学会理事、アルシノーバ代表) 

★基調講演「ソーシャル・デジタル時代の Coca-Cola Way of Marketing」を聞いて 

コカ・コーラはビジネスウィーク誌で長年世界の No.1ブランドとして認められてきたが、昨年は Apple

と Google に抜かれて第３位にランクされた。売り上げも欧米で減少傾向にあり、その他では伸びているも

のの曲がり角に来ていると感じられる状況である。 

そのコカ・コーラという世界的な超ブランド企業で日本におけるマーケティング担当副社長の要職にあ

る鈴木氏。如何にして状況を打開しようとしているのか、大いに興味のあるところ。講演内容は横文字が

多く、まさにアメリカ流消費者マーケティングの概要紹介であった。 

 

語られたマーケティングの方向性はまさに世の中の状況を反映したもの。左脳の戦略は、利益、人材、

生産性の他、地域対応の商品品揃え、パートナー連携、地球環境配慮など。近年は右脳戦略に重点が置か

れ、製品中心から顧客中心のマーケティングへとシフトしている。その手法も、ソーシャルな情報、Facebook, 

Twitter, line に流れる情報を整理し、分析・活用すると

いった消費者ビジネスのトレンドを抑えたものとなって

いる。 

事例で紹介された「想い出のそばにはコカ・コーラ」キ

ャンペーンでは、日本販売開始以来の年のヒット曲のスト

リーミング・サービスを主眼にしたが、意図が伝わらず「想

い出のそばにはコカ・コーラと歌がある」と修正。すぐに

対応できるのも今の時代である。 

さらにコカ・コーラでないと出来ないことを追求した結

果、昨年のカンヌ・ライオン国際広告祭では、仲間に褒め

られる、社会的意味のために仕事をしたい、というトレン

ドを盛り込んだ“Work That Matters”の広告がクリエイ



ティブ賞を受賞したとのことである。これも時代を反映したもの。 

またチャレンジする人を応援する“To You”の CF は、泳げない上品な老婦人が１カ月で 25mのクロール

に挑戦する。確かに感動的ではあったが、さて、CFの対象商品は何だったか。 

モノからコト、コトからヒトへ、時代の先端を切るコカ・コーラ社の伝統的マーケティング力の素晴ら

しさは面目躍如であるが、逆にモノの本質的価値に由来するものの強さも改めて感じる。顧客もリーチの

手段も、そして顧客同士のコミュニケーション手段もますます多様化する時代に、マスの大衆消費商品を

扱い企業を維持し続ける難しさも並大抵ではなかろうと感じる。ましてや看板商品のコカ・コーラがレガ

シーな場合、その難しさも一筋縄ではいかない。一時レシピを変えて熱烈ファンの猛反撃を受け、3 ヶ月

で元のレシピに戻した経緯もある。密かな再チャレンジもあるのだろうか。 

 

今回の講演では、様々な世の中のトレンドをいち早く取り込み、強力にアピールするマーケティング能

力は相変わらずさすがであると感じた。ミッション・ステートメントも何時からこれを使用されているの

か不明だが、消費者向けブランド企業らしく、とても前向きで、世の中に価値を創造し変化をもたらす、

とある。個人的にはほとんどお世話にならない商品であるが、トップ消費者企業のブランド戦略には非常

に興味がある。今後も注目していきたい。 

 

★特別講演「Ｍ２Ｍ革命により経営が変わる」と安達氏⇔山崎氏の対論を聞いて 

安達氏は多様な経歴をお持ちである。大学では造船工学専攻で経済学部の寮で暮らし、就職は外資系大

型コンピュータ企業の日本ユニバック入社、その後並列処理の日本タンデム社長、そして起業と、IT業界

で外資系中心にアメリカでも活躍。自由な精神を持ち意図的に選択して来られた道のようである。 

現在も業界で現役の立場とその経験に基づいて、急激に変化を続ける IT を中心とする技術が社会に与え

る影響について、「Ｍ２Ｍ革命」というアプローチでの講演であった。 

 

「Ｍ２Ｍ」、すなわち IT 系や制御系の物と物、機器と機器が、人の直接的介入なしにインターネットを

介して自律的に情報を交換し高度な制御や動作を行う。IT技術に制御系技術も加わることで自働化が進む。

IBM のワトソンから量子コンピュータまで、インテリジェンスの話題も含めて、社会のあらゆる分野に技

術変化が浸透していき、社会に革命的変化をもたらすという訳である。産業の広い分野での豊富な事例が、

これでもか、というほど紹介された。進化する技術があらゆる社会の側面で浸透していき生活は便利にな

っていく。そこに様々なビジネスチャンスが生まれている、それをうまく捉えていくべき、という興味深

い講演であった。 

 

講演後の安達氏と山崎氏の賑やかなトークセッション

では、山崎氏が、大きな変化が起こっているのに日本の

ソフトウェア技術者には創造性がない。再教育をどう考

えているかお答え願いたい、と無茶振り。安達氏は笑い

ながら、再教育は無理と断言。根本的にはもっと自由な

環境で思考能力を育てるべきと応じ、自身の経験談を披

露された。その他の話題についても饒舌に話題を展開し、

会場には笑いが絶えない 20 分間のセッションであった。 

 

 

確かに人間にとってはいろいろ便利な状況が想定される。人間の能力は個々にみれば限定的である。能

力が拡張されて個人の生活が楽になり、コミュニティでの生活が便利になることは素晴らしい。しかしバ

ラ色の未来図だけでは片手落ちで、便利さの反面で様々なリスクも考えねばなるまい。技術自体は中立で

あり、特に社会への適用を図る場合にはパラレルな考え方が必要である。人間の脳はある意味、騙されや

すい。これは環境に対応するために育まれた知恵でもあるが欠点にもなる。創造的技術・システムの開発

と人間に優しい社会応用がなされるためにも、安達氏の云われるように創造性がありバランスのとれた人

を育てる教育、環境が必要であり、創造性を促す組織作りが必要であろう。 

(山崎氏↑と安達氏の対論の様子) 



（以上 文責 進 博夫） 

 

 

 

******************************* 昼 休 み ****************************** 

 

 

◆会員総会(13:00～13:30) 
▼昼休み時間に別室で理事会が開かれその結果を受けて 13時～13時 30分会員総会が開かれました。 

議事の内容については先月号にてすでに概要は報告されていますし、詳細は後日事業報告書として会員の皆様

に郵送させていただく予定です。ここは写真だけということにさせていただきます。 

 

(総会の進行をする 久米 克彦 副理事長)         (会計監査の報告をする 大塩 多起男 監事) 

 

              (挨拶する 花堂 靖仁 新理事長) 



◆午後の部 研究発表 
▼午後の部は 2つの会場に分かれて行われました。 

A トラックは隣の 105教室でテーマにそったネットサービス系の発表を 4つ纏めて行い、B トラックは午前からの階段

教室 106教室でその他のテーマ 2本及び、パネル討論会が行われた。 

B トラックの教室はパネル・ディスカッションの設備の関係で 106 教室に変更になり、また午後 2 番目の発表予定の

広瀬綾乃氏がインフルエンザで欠席のため 1本減り発表順が繰り上げとなった。 

ここでは A トラック、B トラックの順にまとめます。 

 

◇Ａトラック  
▼105教室で行われた 4本の発表の前半の 2題は本学会の山崎 秀夫専務理事 が司会とコメンテータを担当し、

後半の 2題を同じく学会の大西 幹弘 新専務理が担当した。また、それぞれ司会担当部分のまとめの報告をお願

いした。ただ第 3の報告については山崎氏ご自身より発表の要旨を提供していただいたので併記しました。 

 

 

◇A トラック前半 2発表のまとめ 
作成者:前半司会・コメンテータ 山崎 秀夫 (学会専務理事) 

★発表 A-①:「ネットサービス型産業への転換」 
発表者:小石 祐介氏 ( (株)Beat Communication 営業担当) 
 

  

（発表者 小石 祐介氏の発表 ）                      (コメントする山崎 秀夫氏) 

 

小石さんはモノのインターネットの時代をスマート工業社会におけるネットサービス型産業の台頭とと

らえ、その概要を説明し、その中でのソーシャルメディア、特に社内ＳＮＳの役割と活用について語った。 

 

要約内容は以下の通り。 

工業社会においては製品＝モノ（車や時計など）に価値があった。しかしスマート工業社会は全てのモ

ノがインターネットに接続されており、モノに付帯するサービスに価値がある時代が来る。特に重要なの

はインターネットとの連携、ビッグデータと呼ばれる分析システム、またそれらを支えるエコシステム（生

態環境）の成熟である。米国ＧＥのＣＴ上のヘルスケアサービスやトヨタのプリウス、コマツのコムトラ

ックス、ルフトハンザのスマートフライト、ナイキのヒューエルバンドの事例が説明された。 

またそこでは「モノ支配論理」から「サービス支配論理」への視座転換が重要であるとされた。 

 



またそうした中で社内ＳＮＳが求められる理由は、人材の多様化や同調を強みとしてきた組織構造から

の脱却、人間関係の希薄化対策などがある。様々なスマート機器の上に立つ様々なサービスの実現が生活

者や生産者から求められる。それに対して多様なサービスを考案するには社員の多様性の活用が不可欠で

ある。しかしユニークかつ個性的な社員が増え、キャリア採用組、外国人社員や女性の管理職が増える中、

人間関係が一筋縄では行かなくなってきている。そこに社内ＳＮＳの出番がある。 

 

ＮＴＴデータなどが社内ＳＮＳの弱い絆の強さを活用して実際に成果をあげている。弱い絆の強さとは

新しいアイデアや情報は、何時も一緒に働く同僚では無

く、少し離れた知り合いからの方が入手出来やすいと言

う社会学者マーク・グラノベターの理論である。 

 

また海外ではダイムラーベンツの事例も面白い。社内

ＳＮＳの中でカーシェアリング（シェア―の経済）の議

論がなされ、その結果、カーゴ 2 と呼ばれる１分 30 円

の相乗りカーが開発された。スマートフォンなどで車の

空き状況をチェックする。これは社内ＳＮＳの議論の中

からネットサービス型産業への転換がはかられた事例

である。 

 

 

＜コメント＞ 

さて私は「知識はコミュニケーションや状況と言った多様な状況から創出される」と考えている。状況

が異なればとるべき手立てや答えは異なるし、答えは複数あっても構わない。この点が通り一変な知識デ

ータベースの活用とは事なる。さて米国のメイヨークリニックでは患者のレントゲン写真に判読不能なも

のがあり、レントゲン技師が院内のＳＮＳに写真を投稿し、内科の専門医からアドバイスをもらい解決し

た事例がある。医師の市場価値で給与が決まる面白い病院だが、スタッフ間における教え合いや助け合い、

質疑応答の為のＱ＆Ａコミュニティの利用が徹底している。約 5,700 人が参加している。病院と言うスマ

ート施設の上に載った社内ＳＮＳのネットワークが有効に働いた事例である。今後ともオフィスのネット

ワークが強化され、オフィスがスマートオフィスに変化する中、社内ＳＮＳのネットワークを普及させて

いく所存である。 

 

             (質問の様子) 

 

(Aトラック105号室の様子、小石氏の時) 

 



★発表 A-②:「マイクロソフトのベンチャー支援、ネット起業支援」 

 発表者:砂金 信一郎 氏(マイクロソフトエバンジェリスト) 

        (発表者 砂金 信一郎 氏)                            (コメントする山崎 秀夫 氏) 

砂金氏はマイクロソフトベンチャーズのリーダーとして、マイクロソフトが起業支援、スタートアップ

企業支援を実施する理由を熱っぽく語った。日本の保守的な東京などを世界の企業がパッシングする傾向、

「熱量の密度」が大切と言う言葉などうならせるものがあった。 

要約内容は以下の通り。 

マイクロソフトの社員の一部は社内ＳＮＳのヤマ―を良く使って交流している。やっと日本も社員がネ

ット市民として育ってきた。私の担当はベンチャー支援、ネット起業支援のマイクロソフトベンチャーズ

である。グーグルにも類似のグーグルベンチャーズがある。最近は好決算である。昔は投資余力があれば

社内に投資してきたが、今はイノベーションが外で起きる事例が増えた為、外部の起業支援、スタートア

ップ企業支援に使っている。それがマイクロソフトベンチャーズの役目である。例えばスマートシティな

どに町ぐるみセンサーのネットワークを張り巡らせたり、現地のスタートアップ企業を支援したりしてい

る。グーグルなども同じだが投資は「都市＝スマートシティ」単位で行う。残念ながら日本の都市はＩＴ

ベンチャー支援の魅力がない。マイクロソフトの場合、1位はテルアビブ、2位は北京、3位はバンガロー

ルなどであり、東京は非常に評価と優先順位が低い。例えばシンガポールはエストニアの目標になってい

る。街中に無料 Wi-Fiネットワークが張り巡らされ、行政は 100%電子政府になっている。本社の日本パッ

シング傾向になんとか掉さしている状況。何とか今年の 3 月 6 日に東京でスタートアップ支援のイベント

を実施した。例えばエストニアの首相は遅れている日本にコンサルティングをしてあげると日本政府に提

案し、政府を驚かせている。 

 

さて今力を入れているのはエドテクやモノのインターネット、ゲームなどであり、特にエドテクと言わ

れる教育面でのベンチャー支援に注力している。 

マイクロソフトが日本でエドテク（教育関連の起業）に注力する訳は、他国との環境の違いである。多

国ではアップルのアイパッド（タブレット）が一挙に教育現場に普及し、マイクロソフトの入る余地は無

い。一方日本は世界の先進地域に比べて保守的であり、マイクロソフトのウインドウズ・サーフェス（タ

ブレット）が入り込める余地があった。そこでベネッセコーポレーション、ＮＴＴドコモと組んで取り組

んでいる。例えば佐賀県は高校生全員にマイクロソフトのウインドウズ・サーフェスを入れてもらった。

問題はスマート機器の上のサービスである。日本でも様々なサービスのアプリ作りは、外部のサービス開

発力に全面的に任せるアップルにリードされている。サービスの為のアプリ作りは外部のアイデアややる

気と自発性、熱気に頼らないとアップル等に勝てない。そこで様々なサービスのアプリ作りをスタートア

ップ企業に期待している。またマイクロソフト「21世紀教室」も小中高の生徒を対象に実施している。 



 

マイクロソフトの起業支援で成功した例は、「SHIKUMI

デザイン」の中村さんの支援である。マイクロソフトイ

ノベーションアオードを獲得された為、インテルキャピ

タルに紹介し、彼はCES2014（米国国際家電ショー）のイ

ンテルの基調講演でデモまでおこなった。 

 

とっても大切なに思うのは「熱量の密度」である。 

（このキーワードがＫＭ学会参加者に非常に受けた）   

(以上 文責 山崎 秀夫) 

 
 

 

◇A トラック後半の 2発表のまとめ 
作成者:後半司会・コメンテータ 大西 幹弘 (学会専務理事)  

★発表 A-③：ネットサービス型産業化、スマート工業社会における新しい KMの課題 

発表者：山崎 秀夫 氏(本学会専務理事)   

(発表者 山崎 秀夫 氏)                           (コメントする大西 幹弘 氏) 

【発表 A-③の要旨】(山崎氏提供 )  
第三次産業革命が叫ばれ、いよいよ大量生産の工業社会からあらゆるモノや施設がインターネットに繋

がるスマート工業社会の姿形が明確になる中、新しいナレッジ・マネジメントの課題を本学会専務理事山

崎 秀夫が説明しました。 

 

■電力ネットワークとモノのインターネット 

大量生産・大量消費の工業社会が成立した２０世紀の直前、１９世紀にはアメリカに発明王トーマス・

エジソンが登場し、電球や映画、蓄音機などの家電を発明しました。今から思えば玩具のような発明でし

た。しかし彼の業績は２１世紀の現在、寧ろ電力ネットワークを事業化した事が再評価されています。１

８８２年にニューヨークで世界初の発電事業を開始したのはエジソンです。そして２０世紀、電力ネット

ワークの上にフォードに代表される大量生産社会が花開きました。 

一方２１世紀の初め音楽端末のアイポッド、スマートフォンのアイフォン、タブレット型端末などを次々

に発明したのはアップルのスティーブ・ジョブズ氏でした。彼の死後、ジョブズ氏の仕事は消費者インタ

ーネットと呼ばれ、それをエジソンが立ち上げた重電企業ＧＥは生産財にまでに広げ、産業インターネッ

トと呼び始めました。これがありとあらゆるモノや施設（店舗、オフィス、工場、スタジアム、住居など）

(Aトラック105号室の様子、砂金氏の時) 

 



がインターネットに繋がる「モノのインターネット」や「万物のインターネット」の実質的な始まりです。

ＧＥの構想は大きく、モノのインターネットの下であらゆる産業の形、あらゆるモノの形が変わり、経済

成長を毎年１－２％押し上げる第三次産業革命の時代が来たと発表しています。米国政府もこの波に毎年

１億ドル出資します。 

 

■ モノ支配論理からサービス支配論理へ 

電力ネットワークとインターネットに支えられたスマート工業社会の特長はサービスで稼ぐ「サービス

支配論理」であり、モノの生産で稼ぐ「モノ支配論理」とは価値基準が異なります。例えば消費者インタ

ーネットにより復活した米国メーカーのアップルは「サービス支配論理」の企業です。サービス支配論理

時代には価値はハードウエアでは無く、ハードウエアから茎のように伸びたネットワーク上でソフトウェ

アが生み出すサービス価値に重点があります。テレビの地デジ移行実施後に国内の家電崩壊が叫ばれまし

たが、それは国内家電メーカーが「サービス支配論理」に追随出来なかった為です。 

 

■ 変わるモノの世界観 

モノのインターネットの時代、スマート工業社会になれば、「モノに対する世界観」が変化します。ブル

ーノ・ラトウールは著書「虚構の近代」の中で述べているように「モノは精霊を持っている」と言う前近

代の見方が復活し始めています。人の言葉やゼスチャー、表情を理解するテレビや電話、車がその走りで

す。昔、日本には人形供養、針供養、どんどやき、雛流しと言った伝統行事がありました。木仏長者の話

も有名です。西洋にも気の木端が子供になるピノキオの話や映画「ＡＩ」の話があります。スマートカー

など「ロボット化」と呼ばれているのはそう言った現象を意味します。ここで重要なのはユーザーインタ

ーフェイスや操作性の設計には「モノは精霊を持っている」と言う世界観のメーカーによる理解が重要だ

と言う点でしょう。この世界観の延長にセンサーやビッグデータがあります。 

 

■ 眠りこまされた潜在能力の開花、変わる結婚のスタイル 

また米国のシリコンバレーでは同性結婚による就職差別反対運動にフェイスブック、グーグル、マイク

ロソフト、アップル等が会社を挙げて取り組んでいます。それはサービス支配論理の時代には、スマート

機器のネットワークの上に多様なサービスが開花するからです。そう言った多様なサービスを作り上げる

創造性は「社員の潜在的な可能性の開花」「雇われ感の払拭と自己表現の自由の保証」「社内の多様性の保

証」が重要だとシリコンバレーの各社は気が付いているからです。その象徴が同性婚の解禁と言う訳です。

サービス支配論理が結婚の形まで変え始めています。無論、アップルに代表される社外の創造性の活用も

重要です。 

 

日本のナレッジ・マネジメントもこの動きに追いつかないと存在意義を失ってしまいます。新しいナレ

ッジ・マネジメントの波を共に起こしましょう。(以上 山崎 氏) 

発表Ａ-③の要約とコメント 

 山崎報告は現在進行中である産業社会の変動を、旧来の工業社会からスマート工業社会への移行、およ

びスタンドアロンからネットサービス型産業化へのプロセスとして把握し、このスマート工業社会・ネッ

トサービス型産業が現時点で個々の製品やサービスにどのように発現しているかを豊富な事例に基づき指

摘した後、そのナレッジ・マネジメントへの含意、および格差や家族制度に関する日米社会の動向にも論

及した壮大かつ浩瀚な報告である。 

  

まず従来型の工業社会の成立として 20 世紀初頭のエジソンの蓄音機・電球等の発明、フォーディズム・モ

デル T の登場、及びそれらのインフラを担った電力ネットワークの誕生が指摘される。この伝統的工業社

会は「大量生産・大量消費」を特徴とし、（経済的）「価値はモノにある」。 

 21 世紀に入るとスティーブ・ジョブズによる iPod・iPhone・iPad を嚆矢とするスマート工業社会が登

場し、すべてのモノがインターネットとつながり、ソフトウェアが生み出す「サービス価値」が決定的な

重要性を持つようになった。コマツのトラクターは遠隔操作で自動運転し、インターネット経由の車両管



理システム KOMTRAX で稼働状況を確認しメンテナンスを支援する。スマホ配車サービス Uber では、ス

マートフォンのネットアプリを通じて、快適かつ安心・安全なタクシー配車が行われる。 

 一方、スマート工業社会では 3D プリンターの登場により「暗黙知の価値が下がる時代」となり、かつ

ての工業社会の「職人の技」がその威光を失っていく。代わって脚光を浴びるのが多様なネットサービス

を生み出す「創造性」であり、才能豊かな「クリエイテイブクラス」がビジネス活動の中核を担うように

なっていく。 

 

●以上の山崎報告に対し、コメンテータとして次のような指摘を行った。 

(1) ネットサービス化は確かに進むが、工業（モノ造り）の重要性は失われることはなく、かつ「モノの製

造」にはそれ独自の進化プロセスがあり、発明されたモノの有り様（スペック）がサービスの内容を規

定するのであって、その逆ではない。たとえばインターネットのサービスが可能となったのは PC、ス

マホの普及が前提であり、その PC、スマホの普及には

IC の高集積化が不可欠であった。この IC の発明は、電

子部品実装に伴う「数の難題」解決の最終的かつ決定的

手段として、R・ノイス、J・キルビーにより 1960 年前

後に行われた。 

(2) スマート工業社会で価値が下がる暗黙知とは技能や技

巧といった「技術的側面」の暗黙知であり、気付きや閃

きといった「認知的側面」についてはむしろその重要性

が高まっていくものと考えられる。それは報告者が「創

造性」を重要視する点からも明らかであろう。 

 

 

★発表 A-④：「IBMにおけるネットサービス時代のナレッジ・マネジメント」 

  発表者：鹽野 敬彦氏(日本ＩＢＭアイ・ビー・エム(株)人事 LK&PD 部長) 

 
発表Ａ-④の要旨とコメント 

 鹽野報告では、まず CEO や CFO、CIO といった経営幹部 CXO が、経営環境のどのような外部要因に

注目しているかを 2004 年以降のアンケート結果の時系列推移から明らかにしている。直近 2013 年時点で

CEO が認識する最大の外部要因は、世界全体ではテクノロジー、日本では市場の変化であった。ちなみに

日本でのテクノロジーの順位は 2 位、また日本で 3 位に入ったグローバル化は世界では 7 位である。 

 テクノロジーを重視する CEO は同時に、今後、企業外部のさまざまなステークホルダーとのコラボレー

(コメントする大西 幹弘 氏) 

       ( 発表者 鹽野 敬彦 氏) 



ションの重要性を認識しており、その促進の必要性を理解しているが、これは現代のビジネス社会が「誰

でも、どこでもイノベーション可能な時代」へと移行していることを物語るものであろう。その実例とし

て Making Living Sharing – a FabLab world tour documentary の YouTube 動画が紹介された。 

 

 このような時代環境の中で、IBM は如何なる対応を取ろうとしているのか。鹽野報告では SNS を活用

した社内知の共同化・連結化を中心に、IBM のナレッジ・マネジメントへの取り組みが紹介された。 

 まず売上高と純利益の時系列推移グラフをもとに 1990 年代の赤字転落とその後の V 字回復について、

組織体制の変化に焦点を当てつつ IBM のビジネスの変遷が説明された。次いで「学びあい、教えあいの文

化」、「成果による評価」、「社員による協業の促進」、「スキル・専門家の可視化」を内容とする人財マネジ

メントのポリシーについて説明があり、この「学びあい、教えあい」に示される社内知の共有手法として

の JAM ツールや社内 Social media、IT インフラ等の紹介が行われた。 

 

 最後に制度化された社内ナレッジマネジメントシステムとも呼び得る「スマーター・セリング・アカデ

ミー」の取り組みについて説明があり、お客様サイト訪問による「共同化」、ソリューション事前習得によ

る「形式知の確認」、チームセッションによる「連結化」について紹介があった。 

 

●鹽野報告に対するコメントは次のとおりである。 

(1) 報告前半の組織間（企業間）コラボレーションの強調と、後半の組織内（IBM 社内）コラボレーショ

ンの紹介は、報告全体の構成としてやや統一感に欠けるように思われる。 

(2) 1990 年代前半の IBM の赤字転落は組織体制のあり方が原因ではなく、ダウンサイジングという大き

な市場トレンドを見誤った経営トップの判断ミスが理由ではないのか。  

(以上 文責 大西 幹弘) 

 

◇Ｂトラック 
▼106教室の Bトラックでは２つの発表(司会とコメンテータを金沢工業大学の加藤 鴻介教授が担当)とパ

ネル討論会(司会 進 博夫 理事)がおこなわれ、まとめの報告を司会者にお願いしました。 

 

◇B トラック２発表のまとめ 

作成者：司会・コメンテータ 加藤 鴻介 (金沢工業大学 教授) 

★発表 B-①: 顧客の知とプラットフォームの構築 

発表者:西田 陽介 氏 株式会社日本経済研究所 

 (発表者 西田 陽介 氏)                     (コメンテータ 加藤 鴻介 氏) 

西田氏によれば、製造業が売り上げを伸ばすことが従来よりも困難になってきている昨今、いわゆ

る「ものづくり」のビジネス視点を、顧客が価値を感じる「コトづくり」に変更することが、ひとつ



の打開策になりうるとしている。その事例としてスポーツサイクル、秋葉原でのドールビジネスを挙

げ、ものを使うことの喜びや価値を顧客に納得してもらうことが高価格商品であっても販売につなが

っているとしている。この付加価値は顧客の経験の集積に従い高くなるため、経験知の投稿収集交換

のためのプラットフォームが重要になる。 

 

そのプラットフォームの要件は、オープンイノベーションを促進させるべく、顧客・協業企業・提

携企業・サプライヤーが参加し、自社の製品企画・購買物流・生産・販売物流・アフターサービスな

どの主業務との相互作用につながるような顧客との共創をもたらすベースとなるものとしている。 

 

わが国でも１０年程度前から存在するインフォミデ

ィアリやオープン型電子商取引ネットワークによるビ

ジネスモデルとの関連が深いと考えられ、また、消費者

参加型商品開発のウェブサイトを運営している企業も

あり、本研究における顧客の知を取り込むプラットフォ

ームの位置づけと明確化の研究を進められることが期

待される。 

 

 

★発表 B-②: 連結化から始める知識創造 ―ホームページの戦略的活用 

発表者:安部 博文 氏 電気通信大学 産学官連携センター マネジャー／特任教授 

          法政大学大学院政策創造研究科兼任講師 

    （発表者 安部 博文 氏）                      （コメントする加藤 鴻介 氏） 

安部先生のご担当される電通大のベンチャー支援活動の全体像を、学生や関係する外部の関係者により

理解してもらうため、ウェブサイト（ＨＰ）を強化している。これは、ＳＥＣＩモデルの連結化に相当す

るとし、学生・教職員・インキュベーション経営者たちが関連情報に触れる機会を提供するとともに、特

に学生が卒業生の有益な経験談から勉学意欲を刺激されることも期待している。 

ＳＥＣＩモデルを念頭に置いたアプローチを用いたため、従来あまりおこなっていなかったベンチャー

支援活動に関係する知識の表出化と連結化のプロセスを回すために必要となる資源の大きさを実感するこ

とができた。 

しかし、多様で豊富な情報・知識を表出化して行うＨＰ構築は、想像以上に工数すなわち時間コストが

かかるため、十分な効果を上げる充実した状態にまで開発するためには予想以上の費用や組織的な開発推

進が必要であることが判明した、とのことである。 

                (質問の様子) 



 

ベンチャー支援活動を効果的なものにするためにＳＥＣＩモデルの

プロセスを回すことが求められる以上、中長期的な費用対効果も検証

しながら更なる電通大ベンチャー事業インキュベーションウェブサイ

トの発展が期待される。 

 

尚、質疑応答として、参考になるＨＰ例として、中山製鋼所、西武

技研、ターボブレードの３社を上げられた。 

(以上 文責 加藤 鴻介) 

 

◇パネル討論会 「知識創造企業を目指す組織変革：実践とその成果 

＜組織変革実践研究プロジェクト部会 1年間の活動報告＞ 

 

▼休憩の後引き続き 106 教室でパネル討論会という形でプロジェクト発表が行われました。まずこのプロ

ジェクト担当理事の進博夫氏が司会で趣旨説明を行い，次いで今回新しく理事に選任された部会長の高山

千弘氏(エーザイ理事・知創部長)から活動趣旨の報告が行われました。 続いて，参加メンバーが順番に自

社での取り組みと成果について報告、その後髙山氏及び報告メンバーでパネル討論を行い、会場との質疑

応答や激励のコメント等もありました。(編集者) 

 

司会：進 博夫氏（本学会理事・アルシノーバ代表） 

活動趣旨：部会長 高山 千弘氏（エーザイ（株）理事・知創部長） 

活動報告：① 株式会社長谷川ホンダ販売 取締役 長谷川 恵子氏 

② 日本郵便株式会社新潟中央郵便局 新潟営業統括本部 課長 鳥羽 章夫氏 

③ 株式会社新潟関屋自動車学校 経営戦略企画室 室長兼総務部長 渡邊 力氏 

④ 株式会社ハートビーツ 取締役 前川 和也氏 

⑤ 日本リファイン株式会社 取締役 長谷川 光彦氏(代理で髙山氏が発表) 

パネル討論：高山氏および報告メンバー 

◇パネル討論会のまとめ 

作成者:パネル討論会司会 進 博夫 (本学会理事) 

本報告は、「知識創造企業を目指す組織変革：実践

とその成果」と題し、企業６社の経営幹部をメンバー

に、昨年１年間にわたり実践研究を行った「組織変革

実践研究プロジェクト」部会の成果報告である。通常

の KM 学会の部会活動と異なり限定メンバーによる

限定期間の実践研究であったため、今回が本格的な成

果発表の最初の機会となった。 

 

エーザイ株式会社において、野中郁次郎一橋大学名

誉教授の知識創造理論に基づき蓄積してきたビジネ

スモデル・イノベーションの実践経験を基に、高山千

弘理事・知創部部長と井上勝夫知創部課長にファシリ

テータとしてプロジェクトを導いて頂いた。 

 

本プロジェクトの企画段階では、当時の森田理事長、高梨副理事長に多大なご支援を頂いた。特に高梨

氏には、新潟大学大学院の３名の教え子をご紹介頂きアドバイザーとして加わって頂いた。 

(質問の様子) 

 

(司会 進 博夫氏) 

 



今回の活動報告は、まず部会長の高山氏による活動趣旨、背景にある考え方の説明を少し詳細に報告する。

次いでメンバー各社からの実践報告を要約・コメントし、パネル討論の内容も報告する。本プロジェクト

の全容をご理解頂き、次のステップに向け、皆様のご支援・ご協力を賜りたい。 

 

なお６社のうち発表参加は４社、１社は急な事情による欠席、もう１社は昨年末の組織変更でプロジェ

クト参加を中断、残念ながら今回の発表には加わっていない。エーザイの井上氏も残念ながら欠席された。 

 

★活動趣旨：エーザイ株式会社 理事 知創部長 高山千弘氏 

ダボス会議でも重要テーマのイノベーション。知識活用に熱心な企業でも、知識創造企業として持続的イノベー

ションに成功する企業はごくわずかである。その理由は多くが形式知にこだわっているからである。 

 

エーザイは 17 年前から野中郁次郎先生指導の下、全社員が「hhc 理念」実現を目指す「hhc 活動」という知識創

造活動を日々実践してきた。そうして強く認識したのが

暗黙知の重要性である。イノベーションの原点は、7/8

割は暗黙知レベルの共同化にある。いわゆる PDCA は

ほとんど形式知部分で回っている。如何に暗黙知の領

域に踏み込むかが重要である。暗黙知を感じ、変化の

兆しを感じとり、そこを原点に SECI を高速回転させるの

である。 

 

今回エーザイの経験をもとに類似規模の 6 社が 1 年

間での知識創造活動の実践を試みた。具体的には6回

の方向付け会合とその間 2 カ月の各メンバーによる各

組織での日々の実践努力であり、野中先生提唱のフロ

ネティックリーダーを組み入れた実践知リーダーを目指

したのである。 

 

エーザイで実践する活動内容を全て盛り込んだ 6回の会合では、毎回異なるテーマを設定し対話を行った。この

場でメンバーは 6 社の全く異なるロールモデルを共有し、異なる視点の確認、助言、気づき、熱い想いを自社に持

ち帰り共有した。 

 

 SECI モデルの四象限の図を対角線で切ると、左上部分は暗黙知、右下部分は形式知を主体とする活動である。

SECIモデルの組織適用では、共同化・内面化は個別でも、表出化・連結化は組織全体の活動となる。6社メンバー

は知識創造理論を日常業務で実践、SECIモデルを高回転でスパイラルアップしながら組織メンバーを巻き込み、さ

らに企業外、コミュニティの人々を巻き込みスパイラルを拡大していく。これが知識創造理論の本質である。 

 

最初に重要なのが企業理念である。自社本来の存在意義、社会とのかかわりを再確認し、改めて社会への貢献

の重要性を認識して実践の方向を示す道標として考察する。因みにエーザイでは 2005 年、企業目的は社会的価

値の創造であり結果として売上・利益等の経済的価値が伴うという原則を定款に明記、CSR・CSVの先を目指す。 

道標となるべき企業理念を再確認した上で、組織での共有状況を確認し、１年後を目標に如何にして理念浸透を

図るか、課題を共有し、ソリューションを考え、知恵を出し合い、新たな知を創り出す。 

 

次に現状を精査する。顧客全般やマーケットといった一括りではなく一人ひとりの顧客に現れる兆し、主観に入り

込む。そこでビジョンとのギャップを感じ、企業理念を道標にギャップを埋めていく作業に入る。 

 

現状とビジョンのギャップを埋めるため、組織のプロセスや関係性への様々な形での介入の必要性を検討し変更

を働きかけていく。このイノベーションのための働きかけは、企業インフラ、企業文化の革新にまで波及する可能性

がある。最終的なアウトカム、CS、そして結果としての ES を確認しつつ進めていく。そのイノベーションの中心に高

速回転させる SECIモデルがある。SECIの応用例として、米国のソフトウェア開発企業は 90年代、野中論文に触発

(活動趣旨を報告する高山 千弘 氏) 

 



されてアジャイル開発の方法論、スクラムを創り上げ広く活用されている。 

 

ビジネスの一時期における全体像を俯瞰するには、ビジネスモデルキャンパスが適している。 

私が深く関与した認知症向け医薬品のアリセプトの日米での事業展開のビジネスモデルキャンパスを例示する。単

に新薬を売るだけでなく、認知症患者を救い、世の中を変えるのが目的。医療機関はもとより、行政や地域を巻き

込み、「認知症でも安心して暮らせるまちづくり」を各地で実現した。 

 

こうして 6 回それぞれにテーマを変え、より深く、より範囲を拡げて、現状とビジョンのギャップを埋めるため SECI

を回転させ知識創造活動のスパイラルを拡大していった。それでは引き続き、その成果を各社から発表頂く。 

 

☆活動報告①  株式会社長谷川ホンダ販売 取締役 長谷川恵子氏 

新潟県の長岡市栃尾町、昔から繊維産業が盛んであったこの町で 60 年以上前に祖父が自転車屋として出発。

現在はホンダのディーラー、「ホンダカーズ栃尾」の屋号で車に関わる様々な事業を展開している企業。取締役で

ある長谷川氏が最初の実践知リーダー発表である。 

 

本プロジェクト参加後、これまでの「車を販売・修理する場」か

ら「生活交流広場」を目指そうという今までにない活動が生まれ

た。これまでなかった理念を作り、客との交流の場を設け、接点

がなかった客に対して、営業ではなく整備スタッフが聞き役とな

った。そこで整備スタッフは、整備だけを一生懸命やっても喜ば

れるわけではないことにショックを受け、車に乗るだけでなく、車

で楽しいところに行きたい、という客の真の思いに気づいた。整

備スタッフによる共同化である。接客時のプロセスを見直し、場

の提供に適した顧客視点の店作りを行っている。 

 

成功事例として、車検時に中古車買い替えを検討する女性に女性スタッフがいろいろ話をする中で、新車を定

期的に入れ替えるという利用スタイルに合う合理的な代替案を提案し、この客の真の要望に応えて喜ばれた。さら

にその話を聞いて来店した父親には、トラックのリースを提案して喜ばれ、ついでに除雪車の点検も成約した。 
 

いろいろ良質な情報が集まってくることがわかったので、情報集積スポットとしても役立つはずで、今後は、生活

になくてはならない店、遠くても信頼でき、来たくなる店、生活交流広場を目指す。 

現在、アウトドアメーカーとの連携や地域産業との連携による地域活性化プロジェクトも進行中である。栃尾は昔か

ら織物の町であり、このような様々で多様なつながりが過疎化地域には重要である。 

 

筆者コメント：私的にも多忙な状況下でのプロジェクト参加にもかかわらず、SECI を回し、プロセスを見直し、プロジ

ェクトを着実に進めて、コミュニティを巻き込むところにまで到達した意思と努力には敬意を表したい。紹介された成

功事例は、まさに顧客との共同化がライフスタイルに合わせた最適な車の利用法の提案に結びついた例である。今

後の「栃尾発の生活交流広場」のますますの発展と発信が期待される。 

 

☆活動報告②  日本郵便株式会社新潟中央郵便局 新潟営業統括本部 課長 鳥羽章夫氏 

日本郵便株式会社（以下、日本郵便）は約 10 万人の従業員を擁する巨大企業である。しかも国営から事業分割

し株式会社化、その中の新潟中央郵便局で営業部門に所属する鳥羽氏は、他の 5 社のメンバーとは様子が大きく

異なる。発表もまずは日本郵政グループ全体の組織変遷と、現在の構成の説明からスタート。 

 

日本郵便には立派な経営理念があるが、誰も知らない、腹にも落とし込まれていない、のが実態であった。民営

化後 5 年経過し組織にストレスも生じていた。そこで 1 年後に郵便営業部の売上げ目標達成と交通事故ゼロという

目標を掲げ、プロジェクトを開始した（その後、交通事故ゼロは目標から外した）。 

      (長谷川 恵子 氏) 



まずは毎朝、理念の唱和を始め、ポジティブな反応が出てきた

がマンネリ化。社外セミナーで部下が理念を紹介するといった活

動を追加し、理念浸透努力を継続した。地道な活動を続けながら、

10年来の停滞案件に取り組み、客先で顧客と話し合ううちに顧客

のクライアントについて一緒に考えはじめた。それが功を奏した。

社内関連部署の人達と連携して課題に取り組み、社でできない

ことをパートナーと考えた。そうして大型案件受注にこぎつけた。 
 

理念も徐々に浸透し、職務行動の軸が出来てきた。元々は公

務員で国民への奉仕が使命であったが、民営化により利益・成

績重視に傾いていた。個人営業ノウハウの囲い込み姿勢が変化、

積極的な社員間連携が始まった。 
 

今後は顧客との共同化を進め、SECI 応用の営業成果を横展開し、新潟本部の風土づくりやオペレーション部門

等他部門への横展開を図る予定である。２～３年で人が変る組織形態だけに、風土づくりが重要と認識している。 

 

筆者コメント：この日本郵便という歴史ある巨大組織の一部での活動が、鳥羽氏の力で一定の成果を挙げている事

実は素晴らしい実践結果というべきであろう。今後鳥羽氏の蒔いた SECIの種が新潟で、そして今後の可能性として

鳥羽氏の異動先で、数多く芽生え育ち、つながっていくことが期待される。 

 

☆活動報告③  株式会社新潟関屋自動車学校 経営戦略企画室 室長兼総務部長 渡邊 力氏 

渡邊氏が経営戦略を担当する株式会社新潟関屋自動車学校（以下、新潟関屋）は、創業 88年、歴史のあ

る新潟県トップの自動車学校である。 

 

入社したのは最近のだが、理念やビジョンはおろか経営計

画もなく、年間目標人数と売上目標を回している状況だった。 

プロジェクト参加後、まず経営理念の策定に取りかかった。

社長は経営理念を策定しようという提案になかなか応じてく

れなかったが、社長が社員に語りかける言葉には理念に通じ

るものがある。理念の重要性を説き、社長の暗黙知をマンツ

ーマンで形式知化し文書化した。この苦心して出来上がった

経営理念を社長自ら社員に広めるよう働きかけるがやはり動

いてもらえず、自分自身が機会あるごとに浸透活動を行った。

これは社内のみならず社外にも及ぶ。 

 

また、新潟関屋では通学生４０％、合宿生６０％と、合宿教習の比率が多い。そこで合宿教習事業を中

心にビジネスモデルキャンパスに展開し、運転免許の旅を充実したものにする工夫を行った。例えば、個々

の顧客の技量・能力に合わせた教習サービスの提供、それを通じた教習指導員との心のふれあい提供。合

宿施設や食堂施設の充実とグルメ・メニュー、JR 東、ホテル、鮨組合等の企業との連携により、免許取得

に新潟の旅とグルメと友達作りを可能にする、等である。 

 

免許取得と取得後のセイフティ・ドライバーズライフのパートナーとして新潟関屋での免許取得を大

学・専門学校、大学生協やエージェントを通じてアピールし、いろいろな場所に出張しての自転車や自動

車の安全講習を積極的に開催する協力・努力も行っている。 

 

新規ビジネス開拓には、年間来校者４千人のアンケートや、その 6 倍の顧客データを活用、顧客紹介や

免許取得後の車の取得・利用案内、ナビ等の車のアクセサリー提供など、ネットも駆使した様々な展開を

検討している。今後は、組織・人事制度改革も含めて業績拡大に貢献していきたい。 

 

            (鳥羽 章夫 氏) 

            (渡邊 力 氏) 



筆者コメント：社長や周囲の全面的バックアップが十分ではない中で孤軍奮闘に近い努力を続けている点、

渡邊氏の活動は敢闘賞に値する。パートナーの巻き込みも進んでいるようである。今後はさらに社内外で

の共同化を進め、SECI のスパイラルを巻き起こしていくことが期待される。 

 

☆活動報告④ 株式会社ハートビーツ 取締役 前川 和也 氏 

株式会社ハートビーツ（以下、ハートビーツ）は２００５年創業の大学発 ITベンチャーである。システ

ムのインフラ運用事業に特化し、最近急速に事業を拡大して、社員も４５名に増加。９割が技術系で７割

は IT 未経験という。前川氏は社長の片腕として若い組織の裏方のまとめ役を担う。 

 

若い技術者が働きやすい環境を提供することが先決、ということで、企業理念には社会貢献を高々と掲

げるよりも、楽しく働ける職場づくりを表すものとした。IT は陳腐化が早いため、積極的に変化を楽しむ

ことも必要である。 

現状、人はいないのに受注してしまい増加する案件に忙殺され、社長と前川氏の合議による意思決定が

機能せず、将来の方向性や種まきを考える時間も取れず、組織のボトルネックが固定化されているという、

経営レベルの課題解決が急務であった。 

 

現場レベルでは顧客知の共同化を図るため、会議ではなく、

スカイプやチャットを利用して雑談ベースで気づきをシェア

したり、顧客に価値を認められ褒められた事例をメーリングリ

ストで流したりといった IT企業らしい手法を活用している。 

 

そこで経営課題解決のため役員合宿を行い、フットサル部な

ど部活を発足し、理念体現化の新人事制度検討を開始。さらに

社長を案件業務から解放し、営業ではなく顧客の課題解決のた

めのクライアントファシリテータの職位を新設するといった

変革を行っている。 

 

目標とする顧客への価値提供は、ITシステム・インフラへの安心・感動であり、困ったときの信頼でき

る相談相手である。これらを目指してみんな仲良く、プライドを持って、変化を楽しみつつ進んでいく。 

 

筆者コメント：ハートビーツは若い企業であり若い人たちの柔軟性に富んだ企業である。今後その良さを

生かしつつ、経営理念もいずれは独自手法での社会への価値提供を掲げる形に成長・進化していこう。 

 

☆活動報告⑤ 日本リファイン株式会社 取締役 長谷川 光彦 氏（高山氏による代理説明） 

日本リファイン株式会社（以下、日本リファイン）の長谷川氏は急な事情で欠席され、長谷川氏の資料

に沿って高山氏による概要説明があった。 

 

日本リファインは 1966 年創業、連結で社員 425名、今回の参加企業の中では規模の大きな企業でアジア

にも進出。自社開発の分離技術による溶媒の再利用をコアに、溶剤の精製リサイクル事業と環境エンジニ

アリング事業を推進する。深刻化する環境問題対応で今後社会への大きな貢献が期待される企業である。 

 

長谷川氏が本プロジェクトに参加した昨年、社内では改革意欲旺盛な社長のリーダーシップの下、BC（バ

ックキャスト）10プロジェクト、次代を担う若手中心に１０年後のありたい姿をイメージし、その姿を目

指して今後の戦略を立案し、中期計画を策定する社内プロジェクトが発足した。 

 

本プロジェクトで１年後のビジョンを掲げ、課題を解決すべく SECIを回した結果、社員の意識向上目標

については、バックキャスト経営を掲げたこともあり、社員が自社事業の重要性認識を高め活性化してい

る。また海外展開では、インドで顧客の声を聞きつつ市場調査が進行中、中国・台湾では実行局面入り。 

         (前川 和也 氏) 



 

さらなるイノベーション実現のため、企業理念を再認識してそれに基づく目標を個人目標に落とし込み

活動する策を実施中であり、実践知共有の場を設け、機動的な組織活動のため社長以下の組織をフラット

化しフラクタル化する方策も進めている。 

 

筆者コメント：長谷川光彦氏は日本リファインという相当規模の企業で、重責を担いつつの本プロジェク

トへの参加であった。一人で組織に戻って日常の激務をこなしつつ SECI を回すのはかなり困難であろうと

思われたがやり遂げられた。今後も国内外でこの活動を実践されれば、新たな展開が望めるに違いない。 

 

☆パネル討論 
高山氏の司会で４人のメンバーが登壇。まず高山氏は、野中先生提唱のフロネティックリーダーの６つの能力を踏

まえ、メンバー５人の実践知リーダー各々に着目した能力を挙げ、登壇の 4人にコメントを促した。 

 

  (パネル討論の様子⇒髙山氏、長谷川氏、鳥羽氏、渡邊氏、前川氏) 

 

*「善い」目的を作る能力  社長から経営理念を引き出した渡邊氏 

⇒ないものをどう作るか難しかったが黙認で走り、その甲斐あって制度改革も容易に承認された。 

*ありのままの現実を直視する能力 顧客の顧客に対して顧客と同じ視点に立った鳥羽氏 

⇒顧客の社長と話すうちにいつの間にか視点を変え、エンドユーザが共通目標になっていた。 

*場をタイムリーに作る能力   チャット等の場を迅速に提供し活用した前川氏 

⇒スピーディにやることが大事。チャットもすぐさま実現し、思いや違和感を交換できた。 

*直観の本質を概念化する能力 コンセプトから中計を現実に合わせ立案する長谷川光彦氏 

⇒（欠席されていたためコメントはなし） 

*概念を実現する政治力  地域の企業を巻き込み生活交流広場を創った長谷川恵子氏 

⇒３代目の道に抗いたかったが、地域を軸に関心あるアパレルもつながった。女性の強みもあろう。 

*実践知を組織化する能力    全員 

 

☆会場との Q&A 
Q：今回のフレームワークの長所と改善点は？ 

A：長所：SECIの知識だけでなく方法論と実践、SECIのスパイラルを学んだ。 

可視化可能な点。 

モノの考え方・行動に役立つ。理論の裏付けがあり説得力が増す。 

改善点：SECIが逆回転することもある。実際にはそうもいかない状況もある。 

  (渡邊氏)       （鳥羽氏) 

 (前川氏)        (長谷川氏) 



 

Q：組織メンバーの変化は？  

A：理念を考えるようなことは社員間でやったことがなく、思ったことを言って会社のためになることを実感、会議の進

め方等も参考になった（長谷川） 

A：視点を変え、目前の客よりも客のクライアントを考える重要性を話したらメンバーの目の色が変わった（鳥羽）。 

A：高校への出前型安全教室の実施や小学生と父兄への自転車事故シーンの再現教習をボランティアで実施した

結果、従業員もやりがいを感じ対応が違ってきた（渡邊）。 

A：もとはおとなしい社員の意見がすごく増えた（前川） 

 

Q：利他マインドの涵養とその継続には事業業績評価とのリンクが必要では？  

A:：話す機会が増加（前川） 

A:：今の活動の評価システムを１年がかりで行う（渡邊） 

A:：まさに課題。実績を積み上げていく（鳥羽）。 

A:：まさに課題。会社規模から考えて、制度よりもまず社員が楽しめることが大事（長谷川）。 

                   (質問の様子) 

☆その他プロジェクト参加者コメント：  

急用でご欠席の高梨氏から新潟の３社を中心に以下のコメントを頂いた。 

① 長谷川さん：「ホンダの代理店 6000社のQC大会で優勝した知の経営の更なる深化を、エーザイの共感の経営

に学んで、自ら考え導入していることは賞賛に値する。今後、社員の皆さんに考えさせ行動させる流れは続けて

いけば良いと思います。」 

② 鳥羽さん：「日本郵便という大きな組織で、どちらかというと保守的な体質の中で、自らの顧客対応実践から周り

の意識を変え、改革の芽を延ばし始めている状況は、驚きであり評価に値します。改革の芽を横に広げる努力

は続けて下さい。」 

③ 渡邊さん：「自動車教習所という技術者集団の中で難しいコミュニケーションを、顧客を巻き込む手続きや仕組

みの浸透から始め、第二ステップの関係者の意識改革へ効果を拡大し続けている努力を評価します。今後は、

どう SECIモデルの共同化を実践していくか、諦めずに地道に浸透させていって下さい。会社の経営成熟度に

合った活動を評価します。」 

④ 全員に：「理念の見直しとその理解、会社の理念が現場の活動に影響し統合化されていることを実感した皆さん

を評価します。全ては人の知・意識で動いている共感の経営の重要さと難しさに触れた皆さんは、先に向かって

歩くナビゲータを手に入れました。今後も継続して活動を続けて下さい。」 

 

安部氏：別途掲載 

 

矢澤氏：4 回目の参加当初に比べ自信に溢れた発表。「理屈だけでは人は動

かず、理屈がなくても人は動かず」というが、素晴らしい変化が起きた証拠

である。まだ緒に就いた段階で、今後の活動継続とさらなる変化を期待する。

私自身も貢献していきたい。               (写真右 矢澤洋一氏) 

 

また、社内事情で発表に加わらなかった企業メンバーのお一人も来場し会場から「組織変更で活動を中

断せざるを得ず残念だが、現在の組織でも地道に活動を続けたい」とコメントがあった。 

 

 



▼プロジェクト発足時メンバー会社の紹介と、以来オブザーバーとして毎回参加され温かく見守ってくれている安部

博文氏から会場内でもありましたが別途メールで感想・コメントをいただきました。ここに挿入いたします（編集者） 

 
☆パネル討論会に対する応援席からの感想・コメント ：   安部 博文 (電気通信大学特任教授) 

 今回，プロジェクトメンバー6 社 6 名のうち，5 社 4 名から一年間の活動を総括する報告があった。どれも素晴らし

い成果を上げたり，もしくは期待できる段階に来ている内容であった。 

また，発表の姿勢が自信に満ち，堂々としたプレゼンテーションであった。これは

当事者の努力，組織に戻ってからの現場と一体になった活動の賜物である。さら

に，メンバー全員をこのような輝かしい成果に導いたエーザイのナレッジ・マネジ

メント活動の分厚い経験値である。これをメンバーに伝えたのは，高山さん，井上

さんというエーザイのお二方である。さらにこのプロジェクトを企画し支えたプロデ

ューサーの進さんであり，新潟からヤル気に満ちた学生を東京まで導いた高梨さ

んである。 

今回は組織変革実践プロジェクトに関わるチーム全体の力による成功であった。 

私は 2012 年の年次大会の時，進さんがこのプロジェクトのアナウンスをした時，メンバーに電通大発ベンチャー

のハートビーツが入るべきだと感じ，進さんにお願いしたところから始まる関わりである。 

なぜハートビーツがメンバーになるべきと思ったか。ハートビーツは電通大卒業生の藤崎正範氏が創業した，企業

のウェブサーバーを 24時間監視する B2B型の技術サービス会社である。同社は電通大のインキュベーション施設

に開発部門を置いている。平成 15年の創業から 10年を経て，電通大インキュ施設入居企業全体の売上総額の中

でも大きな比重を占めるほどの成長株である。同時にマネジメントの観点から見ると，一皮むけるべき時期に差し掛

かっていた。そのためこのプロジェクト参加はハートビーツのためになると考えたからである。 

結果は，前川取締役が発表した通り当初の期待に応える内容となった。前川さんはグロービス経営大学院で経

営学を学んでいるだけあって分かりやすい発表はさすがであった。しかし，ただ理論的に筋道立てた話をするだけ

ではなかった。前川さんは藤崎社長と高校時代の同級生である。そこから来る藤崎社長への思いやり。また，組織メ

ンバーの働きやすさや能力を引き出そうという思いにあふれる温かい話の内容には，いわゆる「大学発ベンチャー」

という言葉から来る青く尖ったイメージを超えた滋味が感じられた。(以上 安部氏) 

 
報告者後記： 

このプロジェクトは、野中先生の薫陶を受けるエーザイの高山氏と井上氏による知識創造理論のエーザイでの実

践活動を、対象を一般企業に拡大した日本 KM 学会における実践研究編です。社会に向けた高い理念とビジョン

を掲げ、SECIモデルをフル回転させ、次第に多くの関連する人々を SECIのスパイラルに巻き込みつつ、社会への

貢献に通じる目標を達成していく。そこに知識創造理論の本質がある、と高山氏は語りました。 

企業メンバーの方々が１年間でほぼゼロからここまでの素晴らしいアウトプットを準備できた大きな理由は、知識

創造理論の卓越性、高山氏と井上氏の優れた実践知によるファシリテーション・コーチングの有用性、およびこれま

での経験知を惜しみなく駆使する情熱にあります。井上氏には高山氏をサポートして、エーザイ KKC での裏方作

業を担って頂きました。お二人のゆるぎない情熱があればこそ、6 社経営幹部のメンバーの熱意と大変な努力も誘

発され、このプロジェクトの１年目が成功裏に遂行出来たのです。花堂理事長からも、閉会のご挨拶の中で、この新

たな活動の社会へのパブリシティの必要性・重要性とともに、熱心にファシリテート・プロモートして頂いた高山氏と

部下の井上氏への感謝の言葉がありました。今後期待されているプロジェクトの展開、組織創造理論に基づく組織

変革の実践拡大もお二人の実践知をどのように学会内外で広めていけるかにかかっているのは明らかです。 

基本的に、今回のメンバーは引き続きプロジェクトで高山氏と井上氏のファシリテーションの下、組織変革実践活

動を続け、ネット上での情報交換のほか、頻度は少ないが定期的に集まって情報交換することになっています。 

今後さらに新規のメンバーを募集し、新たな第二次メンバーによる組織変革実践活動を検討中ですが、現状の

エーザイのお二人に依存した運営体制をどのように継続可能なものとしていくかも大きな課題です。 

その意味で、今後のプロジェクトの企業メンバーとしての参加、ファシリテーションその他、運営要員としての参加

に興味のある方、我と思わん方は、ぜひ進、または学会事務局にご連絡ください。(以上 文責 進博夫) 

 



◆閉会行事 

▼最後は花堂 靖仁 新理事長の今大会の総評とこ

れからへの期待、学会の活動をもっと社会に広報す

るべきとの注文及び関係者へのお礼も含めた閉会の

ご挨拶があり、変化に富んだ今年の年次大会が終わ

りました。 

 

参加された皆様、お疲れ様でした。 

準備や道案内等お手伝いいただきました横浜国立

大学の関係者の皆様ありがとうございました。厚く

御礼申し上げます。 

 

 
▼編集者より、皆様へ 

この詳細報告作成にあたり、多くの方々に分担して原稿を書いていただき、ありがとうございました。それを短期間で編

集しましたのと、依頼の仕方が悪く報告内容やボリューム、文体や形式に不統一、バラツキがありますが、その点は「多様

性の容認、尊重」が当学会の風土でもあり、また、学会誌投稿の論文やレポートではありませんので未熟な編集をお許しい

ただきたくよろしくお願い申し上げます。m(__)m    2014.04.30     (責任編集 松本 優) 

(講評と閉会の挨拶 花堂 靖仁 新理事長) 


