■2016 年 3 月 19 日開催 第 19 回年次大会の報告
日本ナレッジ・マネジメント学会事務局

第 19 回年次大会開かれる
アウトカム社会の到来を白熱論議
エーザイ内藤 CEO らが講演、KM への関心の高まり映す
桜の蕾もようやく膨らんできた 3 月 19 日（土）、日本ナレッジ・マネジメント学会第 19 回年次大会が、東京・小
石川のエーザイ株式会社の本社講堂をお借りして開かれました。
今回の統一テーマは「アウトカム社会－新しい資本主義のためのビジネスモデル、ライフスタイルの追及と
創造性」でした。日本経済が、円安の終焉や海外経済の低迷を受けて踊り場に差し掛かる中、アウトカムという
新たな目的意識を持って知識創造を行っていくことの
重要性が討議されました。
基調講演に内藤晴夫エーザイ株式会社取締役 CEO、
特別講演に清水博場の研究所所長という豪華な講演
者がそろったのに加え、A トラック、B トラック合わせて 7
報告、２パネルディスカッションという多彩なプログラム
が組まれ、会場は終日熱気に包まれました。参加者は
会員、非会員合わせて約 120 人となり、ナレッジ・マネ
ジメントへの関心が高まっていることが改めて認識され
た意義深い年次大会となりました。

(会場の株式会社エーザイ本社)

【午前の部】
▼総合司会の矢澤洋一(本学会広報担当理事)の開会宣言でスタート

◆開会の挨拶

花堂靖仁理事長
(総合司会の矢澤洋一理事)

(開会の挨拶をする花堂靖仁理事長)

(高山千弘副実行委員長の挨拶と講師紹介)

はじめに本学会理事長 花堂 靖仁氏より開会の挨拶があり、今回の大会がある意味でナレッジ・マネジメ
ントの聖地ともいわれるエーザイ株式会社本社で開催させてもらえることへの感謝と喜びを伝えるとともに内藤
CEO はじめ関係者へのお礼を述べた。その後、今回の大会テーマについての主旨などを丁寧に説明され大会
の盛り上がりを願って挨拶とした。
次いでエーザイ本社での今大会の開催に大変ご尽力をいただいた大会実行副委員長 高山 千弘氏（エー
ザイ株式会社執行役員知創部長）より挨拶と基調講演と特別講演の講師の紹介があり、午前の部の３つの講
演が始まった。

◆基調講演 内藤晴夫氏(エーザイ株式会社取締役 CEO)
テーマ

「知識創造を原点とし イノベーションを組織的に起こす」

(内藤晴夫氏の講演の様子)

(原典：一橋大学名誉教授野中郁次郎先生の SECI モデル)

<講演要旨>
イノベーションにはいくつかの定義があるが，エーザイが目指すのは、経営資源の少ない投入で、大きなア
ウトプットが得られ、社会に感動を与えるもの。必要な人材は、三品和弘先生によれば「時機読解力がある人」
だが、こういう人はその才能ゆえに、得てして組織になじまない。我々は、イノベーションは普通の人がだれでも
組織的に起こすことができるという前提に立っている。知識創造理論い基づくことで可能だ。生活者やお客様の
真のニーズを知り、そこから問題解決への強い動機や力を得ると、イノベーションを起こす力が生まれる。動機
が強ければ強いほど、イノベーションを起こす確率が高い。
SECI モデルを使って説明すると、真ん中のスパイラルがキーだ。このスパイラルを大きく加速できるか否か
が大事。この加速は SECI モデル中の二つのコンバージョンによって起こる。一つは、暗黙知から形式知へのコ
ンバージョン、もう一つは個人知から集団知へのコンバージョン。これらがしっかりと知識創造活動のプロセス
に入っていないと、スパイラルは回っていかない。SECI モデルを計画、実行される方は、これらコンバージョン
ポイントをはっきりと把握し、スパイラルを回すプランニングすることが大事になる。
我々の真の顧客である患者様は、普段は喜怒哀楽を口に出さないが、実際には大変な苦痛や不自由さに
耐えていたりする。表に出ない喜怒哀楽は患者様の暗黙知であるので、それを理解するのは暗黙知から暗黙
知への共同化でつかむしかない。そこで、患者様と共に時間を過ごして暗黙知を感じ取り、それを形式知にコ
ンバージョンして表出する。従って、共同化は知識創造活動の極めて大事な第一歩となる。例を挙げると、患者

様と共に食事をすること、一緒にランチを食べたり、おやつを頂いたりする時間を作ることが大事になる。患者
様から得た暗黙知はグループに持ち帰って形式知化し、同時にグループで共有する。ここで、暗黙知から形式
知へのコンバージョン、続いて個人知から集団知へのコンバージョンが起きるわけだ。
連結化はこれらグループで得た知識をさらに大きな単位に束ねていくという意味だ。航空機のフライトシミュ
レ―タは、あらゆる場合の形式知が詰まっているという意味では連結化の典型だ。パイロットがフライトシミュレ
ータを使ってしっかり訓練をし、その結果無事に飛行機を操縦できるようになる。この段階が内面化。フライトシ
ミュレータの形式知がパイロットの暗黙知となってコンバージョンされていくわけで、ここにものすごい知識創造
が行われている。
エーザイでは、最近、10 年間の中期経営計画を作成したばかりだが、基本的な考え方は今、すべて述べた
ような知識創造に基づいている。エーザイの社員は、だれもが就業時間の 1％、年間 2 日ないし 3 日を患者様
と過ごす時間に充てることになっている。エーザイにとって、SECI モデルによって知識創造を行っていくのは、
あたかもブレッド・アンド・バターのように、ごく日常的な事になっている。
（全文は学会誌『ナレッジ・マネジメント研究』第 15 号に講演録として掲載します）(以上矢澤洋一氏)

◆特別講演

清水 博氏（東京大学名誉教授、場の研究所所長）

テーマ 「共存在原理と居場所の共創」

(清水 博氏)

( 卵モデルの説明の様子)

<講演要旨>
清水氏は初めに氏の持論である〈いのち〉とその共存在」というとらえ方の定義からはじまった。
＊〈いのち〉とは名詞の生命とはすこし違い半分動詞みたいなもので、存在し続けようとする能動的な活き(はた
らき)を言いそこには主体性がある
＊存在とは居場所において主体的に生きていくこと
＊共存性とは多様な〈いのち〉のはたらきが共に同じ居場所で(一緒に)生きていくこと(ただ生きていることだけ
ではない)
次に本題に入り

★共存在をモデル化する
個としては主体的で多様、しかし全体手としては矛盾なく一つにまとまっている共存在を譬えて言うとこん
な感じと言って卵を(フライパンに 2 つ並べて)割ったスライドを見せ卵モデルの説明。黄身は離れているが
白身は繋がっている。(●非常にわかり易いすばらしい譬えでした)

★卵モデルとは
黄身=人びとの〈いのち〉(居場所における位置を反映して多様)
白身=環境の〈いのち〉→共存の場(全体的なまとまりを与える)
居場所=白身＋白身とつながったさまざまな黄身(〈いのち〉ある場所)

★たまごモデルに活き(はたらき)を与える 必要がある
黄身が鍵、白身が鍵穴となって相互に誘導合致する。黄身の活きが異なれば鍵の形も異なる。
白身は黄身それぞれの固有の鍵の形に整合する鍵穴の形となって、(自己組織的に一つにつながり)居
場所全体を矛盾なく統合する → 多様なのがうまくつながる

★もう一つの重要なキーワード「与贈」
贈与が送り手の前を付け送り与えるのに対し、「与贈」は贈り手の名をつけずに居場所に贈り与えるこ
と。(つまり自己の〈いのち〉を居場所に与贈→相互誘導合致のはたらきが強まる。)

★場について 2 つの場がある
＊同調の場(イベントの場) 例えば運動会の集団縄跳びや綱引きのような人々が個性や主体性を抑え
て同じ行動(黄身の同調した動きの場
＊共存在の場(ドラマの場) 白身が場としてはたらく。人々が多様な主体性を発揮してそれぞれ固有の
行動をする。
●KM で重要なのは共存在の場=共創の場ができ、うまく運用されてそこが=ドラマ作りやドラマの舞台とな
りイノベーションにつながる。ドラマが生まれることがアウトカムだという見方もできる。
そのためにも後に出てくる〈いのち〉の与贈循環が大切である。
★〈いのち〉の与贈循環が大切 これが今回のキーワード
〈いのち〉の与贈循環とは、多様な自己が居場所と〈いのち〉を与贈しあいながら循環して、時間を生成しながら
「〈いのち〉のドラマの共創」をして行く→与贈循環に入るか、入らないかで、生活体の運命の分岐が起きる!
●〈いのち〉の与贈循環、つまり、コミュニティといった場にひとりひとりが〈いのち〉の与贈をすると〈いのち〉の
自己組織化をし、そこが豊かな自己知であふれかえる、そこにドラマが生まれる。そういった共存在社会を求
めたいと清水氏は説く。
▼後半は、自己と自我の違いの説明から自己の競争と自我の競争があり、白身とつながった黄身の自己の競争は
いいが白身との関係を切った黄身だけの自我の競争はよくない、不幸を招くといった話が続いたが中略。
ここからは個人的にも興味ある点なので少し紹介。

★企業も認知症になりかかっている。顧客満足や社員満足より株主満足ばかり気にしている。
顧客がいるところが居場所であるべきで、株主の居るところを居場所にしてはならない。そうしているとおかしく
なる。いのちの自己統合力が消えていく。みんな自我の塊になってゆく、モチベーションが下がる。それを克服
するには社員に与贈する気持ちを持ってもらい、自己を取り戻させることが大切。頻繁に現場へ出かけさせる
ことも大切、それがいいきっかけになる。
●企業の名創業者達は現場(あるいは顧客接点)へ頻繁に行けとよく言っていました。「原点回帰! 現場へ行こ
う!」なんて運動はいかが? 報告者の思い付きの感想ですが… (以上 松本優)
(詳しくは学会誌『ナレッジ・マネジメント研究』第１５号に講演録として掲載します）
▼●の部分は筆者の理解のまとめと感想です。未熟な理解はお許しください)

◆解題 山崎 秀夫氏（日本ナレッジ・マネジメント学会専務理事）
テーマ 「アウトカム社会と新しい資本主義」
▼３番目の登壇者は本学会の山崎秀夫専務理事で、今大会のテーマの選定の背景ともなっているアウトカム
社会と新しい資本主義についての解説があった。

(山崎秀夫氏の講演の様子)

<講演要旨>
2015 年、2016 年のスイス・ダボス会議を経て新しい IoT や I4.0 と呼ばれる資本主義の到来は世界的に認知さ
れた観があります。モノの価値からサービスの価値への価値観のシフト、手の技（暗黙知）に長けた工場技術
者からソフトウエア技術者へと生産の中心が移行を始めています。またモノづくりの現場でもソフトウエアの経
験と理解は必須のスキルになり始めています。その事は同時に働き方などにも大きな影響を与え、「雇われな
い働き方」などが台頭しています。ホモサピエンスの特徴は、二足歩行と共に「自分たちの姿、形をどんどん変
化させる」点にありました。個の力を目一杯引出し、個が長寿になり、社会的に個の数が減る時代は、同時に
IoT により商品の稼働時間が目一杯となり、商品の寿命が長くなり、全体の市場が縮小する時代でもあります。
そう言った中、自らの姿かたちをより高速で変化する新しい資本主義に対応できる為には、ナレッジマネジメン
トの実践や理論にも大きな変化が求められていると言えましょう。（以上 山崎秀夫氏）
●編集者からの補足
山崎専務理事は学会のメルマガの巻頭言に連続してアウトカムとはやアウトカム社会の到来について
解説しています。会員以外の方も読めますのでぜひご参考にしてください。
（総合編集者 松本優）

【午後の部】
▼13:00-13:40 午後１番に会員だけによる 会員総会が行われ新理事の選出、活動報告、来期の活動計画
等発表・承認が行われかました。その内容については別途報告書が学会誌と一緒に会員皆様に送られま
すので省略いたしします。
▼会員総会終了後、休憩をはさみ、ここからは会員以外の方も参加しての発表会がＡトラック、Ｂトラ
ックに分かれて行われました。

◆A トラック
会場は本館ホール、午前からの会場で引き続き行われ、
司会・コメンテータ：大西 幹弘氏（名城大学教授）で以下の４報告が発
表されました。

(大西幹弘氏)

◇報告１：和田 幸子氏（brand-new Style Inc.代表取締役）
テーマ 1「私が起業で目指す新しい社会」
＜報告要旨＞
報告者は大手コンピューター系企業に勤務し、出産及
び復職を経験致しました。その際、家事と仕事の両立が
困難であり、仕事がおろそかになる、家事が荒れるなど
の苦い経験をしております。その修羅場のような経験か
らハウスキーピング支援事業が女性の社会進出には必
須であると思い立ち、ハウスキーピングのマッチンクサイ
トである「タスカジ」を立ち上げました。https://taskaji.jp/
生活者とフリーランスのハウスキーパーの出会いサービ
スです。
(和田幸子氏)
正規雇用を前提とした既存の業者では値段的に見て富裕層しか活用するゆとりがなく、とても一般サラリー
マン家庭では利用が無理だと思ったからです。
弊社では自律型の消費者の皆様とフリーランスのハウスキーパーのマッチングをサービスさせて頂いており
ます。当初、弊社の審査を通過したハウスキーパーにはフィリピン出身者などが多かった訳ですが、次第に日
本人のハウスキーパーも増えております。外国人ハウスキーパーによる家事サービスと共に提供される幼児
英語やお任せ掃除、日本人ハウスキーパーによる料理の作り置きや整理整頓などが人気メニューです。海外
では当たり前のサービスでも日本国内では利用者側には「料理は親子の絆」とか「良妻賢母」的な後ろめたさも
あり、社会への浸透はまだまだですが、需要は大きく伸びています。またセキュリテイ面では利用者によるハウ
スキーパーの評価、ハウスキーパーによる利用者の評価により事故を防ぐとともに、ハウスキーパーの自助的
なパフォーマンスやスキルの向上を促しています。 (以上報告要旨作成 :山崎秀夫氏)
＜司会者・大西氏のコメント＞
タスカジの本質はサービス代行や人材派遣ではなく、家事代行の個人事業者とその需要者との交渉場所の
提供と考えてよいか。「安価・安心・簡単」がタスカジサイトの特徴とされているが、安価であることによるサイト
運営への悪影響、すなわちタスカジ自体の低収益性や家事代行品質の低下による顧客離れは起きていない
か。プロモーションはどのように行っているのか。またリクルート等の新規参入は見られないか。このビジネス
はネットワーク外部性が強く作用すると思われるので、星雲状態の今こそ強力なプロモーションをかけ規模拡
大を図ることが経営戦略上喫緊の課題であると考えるがどうか。
(以上 大西幹弘氏)

◇報告２：廣瀬 文乃氏（一橋大学国際企業戦略研究科特任講師）
テーマ 「アウトカム社会におけるソーシャルノベーションの重要性」
＜報告要旨＞
最近の世の中の流れには 5 つのポイントがある。1 つ目は、直接的で比較的短期的な因果関係を重視するア
ウトプット志向から、包括的で比較的長期的な関係性を重視するアウトカム志向への、世間の注目の移行。2
つ目は、コトラーやミンツバーグに代表される経営学
の視点からの人々の幸福を実現する善い資本主義
の追求。3 つ目はドラッカーが提唱した知識社会への
動き。4 つ目はシュンペーターに原点のあるイノベー
ションの追求で、特に最近ではチェスブローの提供す
るオープン・イノベーションの広がり。そして 5 つ目は、
これらに社会的な多様性や包括性を加味し、全体最
適や定性的な成果を重視して追求するソーシャル・イ
ノベーションの広がりである。従い、ソーシャル・イノ
ベーションはアウトプット志向というよりは、
アウトカム志向である。
(廣瀬綾乃氏)
SECI モデルと SECI モデルを促進する実践知リーダーシップの 6 能力によって、この 5 つのポイントを理論的に
説明し、その実践を促進することができる。特に重要となるのは、SECI モデルの共同化と、実践知リーダーの
能力１＜善い目的をつくる＞、能力３＜場をつくる＞、そして能力６＜実践知を組織する＞である。これらの点、
すなわち、環境や他者との共感、より善い社会実現するという思い、場をつなぐことによる関係性の構築、そし
て、全員が自ら実践、によってソーシャル・イノベーションが創出される。(以上 廣瀬綾乃氏)

＜大西氏のコメント＞
アウトプットが短期的、アウトカムが長期的属性を有するとする報告者の見解については、そもそも両者は対
立するコンセプトでも時系列的に継起する事象でもなく、同一の事態（財・サービスの生産と消費）を供給側か
ら見た場合（アウトプット）と消費サイドから見た場合（アウトカム）の相違ではないのか。
またアウトカム志向のソーシャル・イノベーションにおいては、イノベーションの生み出す社会価値は事業価値・
顧客価値の大きさよりも大きくなると考えてよいか。
最後に、組織的知識創造の SECI モデルにおいて「共同化（Socialization）」として措定されている S を、「ひらめ
き（Spark）」の S として再構成する試みが為されても良いのではないか。（以上 大西幹弘氏）

◇報告３：山口 博氏（プライスウォーターハウスクーパース株式会社ディレクター）
テーマ３「アウトカム社会を実現するマインド変革・スキル向上プログラム」
＜報告要旨＞
今日、企業内研修が役に立たないという諦念が流布しています。理論偏重、解説重視、包括的な伝達、参加
者を指名し評価する研修が、スキル向上に役に立っていないのです。
そこで、身に付けるべきスキルを分解し、パーツスキルを反復演習する能力開発プログラムを開発し展開し
たところ、ここ数年、特に強いニーズに接し、現在ではトヨタグループ役員研修をはじめ、年間 100 社から参加

いただくようになりました。
このプログラムは、基本の 12 プログラムからなり、1 プ
ログラム 2 時間の中で、6 つのスキルを体得します。参
加者希望・先着順で、スキル向上度を自己評価します。
参加者からは「反復演習して、スキルが身についた」「実
際のビジネスに役立った」というフィードバックをいただい
ています。
N グループでは、理論紹介方式ではなく、5 つの質問
を反復ビデオ演習する方式で、コーチングを修得してい
ます。F 県庁では、スキル解説方式ではなく、実演と演習
方式で、プレゼンテーション能力を高めています。

（山口 博氏）

エキスパートモデルから脱却できないマネージャーや、変革に躊躇する人事部門のマインドが、このプログラ
ムの普及の障害となっています。フリーランス時代のアウトカム社会を実現するためには、これらの障害を解消
して、分解スキル・反復演習型能力開発プログラムを着実に普及させていただくことが不可欠です。(以上 山
口 博氏)
＜大西氏のコメント＞
理論偏重・解説重視の従来型研修を「形式知の伝達」、パーツスキルの反復演習プログラムを「暗黙知（身体
知）の育成」と、KM の観点から解釈して宜しいか。
またパーツスキルの反復演習プログラムは、伝統的には OJT（On the Job Training）の手法により組織内で
時間をかけて実施されてきたものと考えられるが、報告にあるように日本企業においてこれらのスキル習得に
関し短期間での明確な成果が求められるようになった理由は何か。
またパーツスキル反復演習プログラムと同様の効果を有すると思われるベストパフォーマー密着 OJT につ
いて、ご意見を伺いたい。(以上 大西幹弘氏)

◇報告４：安部 博文氏（電気通信大学

産学官連携センター 特任教授）
テーマ４「アウトカム社会で若者が頭角を現すために?電通大プログラミング教育
のビジョンと方法」

＜報告要旨＞
まず「アウトカム社会」とはどういう社会なのか，につ
いてのイメージを次のように紹介した。
アウトカム社会とは恐らく，「これまではそこだけにあ
ってそこ以外には伝わり難かった」人あるいはモノの情
報がインターネットを介してつながり，蓄積し，分析され，
新しい価値を獲得し，人々の役に立つような IoT 社会
なのだろう。
また，匠の技で創り出されるハードも単にそこに存在
するだけでなく，思いもよらない形でワクワクする仕組
みやサービスと組み合わされ，人々の生活を便利にす
るようなソフトドリブン社会なのだろう。

（安部 博文氏）

次に，アウトカム社会にはプログラミング能力が必要だ，という仮説を提示し，電通大で行っているプログラミ
ング人材教育について SECI モデルの視点で紹介した。
目的は，子供たちがプログラミング力で自由な生き方をする上で助けとなる「知」を提供することである。子供
たちは単にプログラミングの知を学ぶだけではない。プログラミングを通して自分の頭を使って考えることに慣
れ，自律的に生きる魅力に気づく機会にする。副次的な効果として，受講した子供たちと電通大・電通大ベンチ
ャーの力で電通大の拠点である調布という地域をプログラミング教育の聖地にする。聖地になることで人・情
報・お金が集まる。このようなクリエイティブなサイクルを調布地域に創出する。
対象生徒は，未来を担う小学 5・6 年，中学 1-3 年，高校生 1-2 年である。彼らが得られるものは，アウトカム
社会を生き抜く企画力，プログラミング能力である。
以上，現在進行形で取り組んでいるプログラミング教室の狙いと最新の姿を紹介した。(以上 安部博文氏)

＜大西氏のコメント＞
アウトカム社会、あるいは IoT 社会におけるプログラミング能力（プログラム言語の形式知、及びそれを具体
的ジョブに落とし込むスキル（暗黙知））の重要性は、報告者の指摘する通りであると思われる。ただ見落として
ならないのは「何をプログラミングするか」を発見する能力、潜在的な社会ニーズを感知する能力（認知的暗黙
知）の重要性であり、この点についての報告者の見解を伺いたい。（以上 大西幹弘氏）

◇【パネルディスカッション】
テーマ 「企業理念とアウトカム」
発題者

高山千弘氏

パネラー 柴崎辰彦氏

エーザイ執行役
富士通 インテグレーションサービス部門/あしたのコミュニティーラボ

鵜飼芳広氏

スズキ 開発・IT 本部 IT システム部

鳥羽章夫氏

日本郵便 長野中央郵便局郵便営業部

<パネルの概要報告>
発題者の高山氏からは、アウトカムについて極めて本質的な問題が提起された。
企業が設定すべきアウトカム目標は、単に顧客の効用の期
待に応えるためだけでなく、もう一歩先の社会変革、即ちソー
シャルイノベーションを目指してこそ意味がある、というものだ
った。
このアウトカムの目標設定の実現は決して容易ではないは
ずだが、SECI モデルを回しながら、アウトカムの実現を目指し
た知識創造を行っていくことの有効性を指摘し、オープンイノ
ベーション、バリュープロポジション、デザイン思考、シナリオ
プラニングなど、SECI モデルと関連性が強い経営手法の積極
的な活用を図ることでそれは可能であると説いていた。

↑ （ 高山千弘氏）

これに対し、パネラーの柴崎辰彦氏は、日本企業で最大規模の SE 部門を、顧客からの「受諾待ち」から、顧
客との「共創型」へと脱皮させるというアウトカムの実現に取り組む中で、ソーシャルイノベーションの実現を視

野に入れ、なおかつ実績も上げていると応じていた。
全社で 3 万人にも上る SE 部隊は、自己革新力の衰退という
サイロの罠に陥っていて、時代が求める新たなビジネスモデル
に自力だけでは、大転換ができない。そこで柴崎氏は、インター
ネットにソーシャルイノベーションをテーマに掲げ、「あしたのコミ
ュニティーラボ」と名付けた社内外と SE 部隊を結ぶ交流サイトと、
ビジネスネットワークを広げる「ビジネスイノベーションラボ」の二
つのサイトを立ち上げた。
このうち明日のコミュニティーラボは、一見、これまでの SE 部
隊の業務とは直接関係のなさそうな社会問題を扱いながら、
徐々に SE 部隊の眼を外に向かって開かせ、成果を生み始めている。

(柴崎辰彦氏)

インド進出で社運を切り開いたスズキには、車のマーケットであるアジアの国々でどう現地化を図るかという
課題があった。
日本型経営をそっくりそのまま持ち込んだのでは弊害もあることがインド進出の経験からわかっていた。とい
ってインドの方法を、そのまま移植しても効果は期待できない。
IT 本部の鵜飼氏と四輪インド部長の竹内寿志氏の二人は、
まず第一目標のタイで、知識創造の定石である「共同化」を始め
ることから、プロジェクトをスタートさせた。現地ディーラーの中か
ら 3 社を選び従業員、顧客との「共同化」を進めることで、現地
が抱える問題を深奥から把握、課題解決の方法を「表出化」し、
それを実施することで現地従業員を内面化に導いた。
この結果、この 3 社の顧客満足度指標は大幅にアップし、ス
ズキのディーラーの中でのランクも劇的に上昇した。「次はタイ
の社会課題解決に寄与するソーシャルイノベーションへ道筋を
考えたい」と語っていた。

(鵜飼芳広氏)

日本郵便は民営化後、継続的な知識創造を組織的に起こしていくことが課題だが、鳥羽章夫氏が報告した
長野中央郵便局の事例は十分に先進的だった。
新潟から転任したばかりの新任部長の鳥羽氏は、支店内の
知識創造力を高めるには部員に地域の社会課題を提示し、そ
の解決を部内で話し合うことで、それぞれの業務への意欲が高
まるはずと考えた。
鳥羽氏が提起した課題は高齢化が急速に進む中での振り込
め詐欺の被害防止。地元の小学生から高齢者への詐欺にあわ
ない注意喚起のはがき運動という骨格を考えだし、地元小学校
への呼びかけ、はがき提供のスポンサー探しとスキームを詰め、
実施に導いた。

(鳥羽章夫氏)

これが先行事例となり、次々と新しいアイディアが生まれている。（以上、概要報告 矢澤洋一氏）

◆B トラック
会場：は道路を渡ったすぐ前のエーザイの小石川ナレッジセンター１F で
３つの報告とパネルでスカッションが行われた。
以下の 3 報告の

司会・コメンテータ：植木英雄氏(東京経済大学教授）

◇報告１．佐脇英志氏 (亜細亜大学特任教授)

(植木英雄氏)

テーマ 「ケーススタディ：シンガポール印刷会社変革」
<報告要旨>
本報告では、シンガポールの印刷工場の立て直しについてシンガポールで実際に直面した多文化経営
的課題に対し業績改善していった過程を、実際体験したエピソードを含めて発表した。リサーチの対象と
なったシンガポールの印刷工場は、従業員 100 人で、中国系、インド系、マレー系シンガポール人、中国
人、タイ人、スリランカ人、ベトナム人、イエメン人、日本人等を含むまさに人種の坩堝で、多文化経営の
最前線のような現場である。
SECI モデル分析では、下記 4 つの局面において考察
を行った。
①共同化の局面では、3 日間経営陣を缶詰にし、
「場」を醸成した。成り行き計画から、倒産の危機感を
あおり、ブレーンストーミング（ポストイット法、マイン
ドマップ）を使い「場」を通して暗黙知を獲得した。
②表出化の局面では、百人の従業員を集め、6 つの施
策とビジョン 2020 を共有し、プロジェクトチームの結成。
形式知を創造した。
③連結化の局面では、週一回の進捗会議、数値管理
で各プロジェクトから出てきた課題を解決していき、体
系的な形式知を創造した。
(佐脇氏の発表の様子。顔が切れていてすみません)
④内面化の局面では、日系拡販、各種マーケティング戦略、大型プロジェクト参画(震災時の社会貢献)、
ベトナム 市場へのアプローチ、タイ企業との事業提携、中国企業への外注等様々
な施策を実行し、実体験を通じてその体系的な形式知を身に付け暗黙知として修得
した。
結論として、本研究からは、下記 3 つの示唆が得られた。
① 野中郁次郎の SECI モデルは、多文化型組織においても有効。
② 多文化においては、組織全体を纏めることに難しさがあるが、その際、組織・人種
横断 的プロジェクトチームは有効。
③ 多文化においても、組織学習は従業員のレベルの底上げはもちろん、各人のモ
チベーションになる。 (以上 佐脇英志氏)
(この写真佐脇氏、別の時の写真)
＜司会者・植木氏のコメント>
佐脇氏の報告では、シンガポール印刷会社の再生、変革の実践知に基づき、具体的にソリューションを提示し
ており、Case Study から得られた下記の貴重な示唆を提示している。
①「企業変革の 8 段階」（ジョン・コッター）が多文化型組織においても有効な手法である。
②多文化、多民族型企業の再建局面において、SECI モデルの適用が有効である。
③多文化、人種の協力体制は企業のドライビングフォースとなり、多文化経営強みになる。
④組織・人種横断的プロジェクトチームが有効である。
⑤組織学習は従業員のモチベーションになる。
⑥非金銭的褒賞は有効でモチベーション、成果へと繋がる。

質問：
（１）資料で使用された異文化経営（Inter-cultural Management ）と多文化経営（Multi-cultural Management の
経営手法の違いは何か？多文化、多民族型企業の再建局面において、どのような異文化経営手法が有効
なのか？
（２）企業再建において、ＳＥＣＩモデルの適用で、共同化の基盤として経営理念、ミッションをどのように共有化、
組織浸透させたのか？また、ビジョンの共有化を実施する前に一般には必要とされる経営理念、ミッションが
なぜ、このケースで指摘されていないのか？
質問２については、役職者＋やる気のある若い有識者のプロジェクトチームが中心になり、SECI モデルを回し、
その内容を仲間に伝達するという手段を取っていた、との回答があった。本報告では、ＳＥＣＩモデルの適用を
事後解釈し、経験知をレビューする分析段階に留まり、未だＳＥＣＩプロセスの時系列的な観察から課題の導出
に至る分析の精緻化やその理論的考察が十分とは言えない点が散見された。これらは今後の研究課題となろ
う。(以上 植木英雄氏)

◇報告２．藤原竜也氏(法政大学

キャリアデザイン学部)、

小門裕幸氏(法政大学

教授)

テーマ 「.ソーシャルアプリ・ラッシュに沸くサンフランシスコ、シリコンバレーを超
える勢い―ICT の進化と３T 地区 SOMA の考察（新しい産業集積と新しい働き方）―」
＜報告要旨＞
米国西海岸ベイエリアはシリコンバレー（SV）に加えてサンフランシスコ（SF）が一大拠点に成長し更なる飛躍を
見せている（IOT 本社数 325、cf：LN96、NY88、東京 25）。SF では、全米から起業人材が集結し IT 専門職層が高度
化し、SV の資金力を背景にウーバーなどのベンチャー企業群を誕生させ、新規事業の瞬間成長力で SV を抜く勢
いにある。その中心は再開発地区 SOMA である。

本報告では、R.フロリダのクリエイティブクラスが寛容性に富む都市空間に再度吸い寄せられてイノベ―ショ
ンの担い手として登場していることを指摘し、さらに次の仮説を提示している。まず、SVとはやや異質な人材が
その担い手である。学歴では専門職が多くスタンフォード大学とのコネクションも薄い。第二に、自由でオープン
でカジュアルな環境の中でフリーランスとしての働き方が認知され、主体的キャリア、バウンダリーレスキャリア、
インテリジェントキャリアも定着し、第三にコワーキン
グスペースがSFで誕生しエンジェルがその経営に当
たり起業確率を高めている。さらには、加速度的イノ
ベーションの試みが、ｄ-school、リーンスタートアップ、
そしてアクセラレータ、さらにはゼロトゥワンという考え
方など、一方で洗練され、他方で人と人の濃密な人
間関係の中から起業/スピンオフするような、多様な
手法や考え方で自由奔放に展開されている。製造業
でもHAX（コワーキングスペイス）やPCH（プラットフォ
ーム企業）を生み出し、新たなナレッジの創造による
製造がグローバルに行われている。

（藤原竜也氏、小門裕幸氏）

＜植木氏のコメント＞

本報告の視点は斬新で興味深い。本報告の意義として、次の点が挙げられる。

（１） ソーシャルアプリ・ラッシュに沸くサンフランシス
コ（SOMA 地区）の特徴についてナレッジの集積・撹
拌装置としてのアクセラレータの視角から解明を試
みている点がユニーク。
（２） アクセラレータとは「創業期の企業に少額投資
し、メンタリングやネットワーキング等の支援 を行
い、短期間で成長を加速させるベンチャーキャピタ
ル」と定義。アウトカム経済の考察から、新しいエコ
システム、プラットフォームづくりと市場形成、協働
主義による協働経済を指摘している。

（植木氏コメントの様子）

質問：
(１) ナレッジの集積・撹拌装置としてのアクセラレータを動態的ナレッジ・マネジメントの視点から捉える仮説と
は？
(２) シリコンバレーのベンチャー投資エコシステムと SF（SOMA 地区）のアクセラレータ型イノベーションのイニ
シャティブと総合プロデューサー役はどこが担うのか？
(３) 日本へのインプリケーション： SOMA 地区のような産業集積地を経済特区として創設する場合のブレーク
スルーとして、必要な要件とは何か？また、アクセラレータ + co-working space 導入のボトルネックは何か？
これらは今後の研究課題として、さらに研究を深めていくことが期待される。(以上 植木英雄氏)

◇報告３．小石祐介氏（株式会社 Best Communication）
テーマ「メッセージアプリと創造性」
<報告要旨>
社内 SNS の企業への浸透は、2004 年に始まった。（インターネット白書 2006）その背景にあるのが、コンシュ
ーマ向け SNS の登場である。この流れは、インターネットからイントラネットへの流れに近いといえる。さらに
2009 年頃から米国では Whatsapp、日本では LINE をはじめとしたメッセージサービスも台頭し、生活者のコミュ
ニケーションがより簡易化し 10 文字程度の短文とスタン
プといわれるイラストによる会話がなされるようになって
いる。その影響から、社内 SNS についても、6 次の隔たり
をベースとしたナレッジの蓄積やノウハウ共有に向いた
ストック型と米国の Whatsapp をベースとしたチャット形式
での情報共有を得意とするフロー型へそれぞれ進化をし
ている。企業が以上のような社内 SNS を積極的に取り込
む背景に、モノそのものの価値よりモノに付随するサー
ビスの価値に重点が置かれるアウトカム社会の訪れが
関係している。

(小石雄介氏)

アウトカム社会では、Uber に代表される斬新なサービスを生み出すための創造性の発揮が求められる。社
内 SNS の利用目的も過去は、効率性と良好な人間関係のバランスを保つことを重視していたが、現在では、多
様な社員からの集合知の活用（集団的知性の発揮）に軸足が移っている。
集団的知性の最大化のために、社内 SNS 上で、社員がどのようにオンライン上で交流しているかコミュニケ

ーションのパターンを測定することで、組織図上のコミュニケーションには現れないコミュニケーションの流れを
発見することが可能になる。集団的知性を高める要素として、発言、いいね、コメントに偏りがある場合に比べ、
発言、いいね、コメントが平等にされている場合のほうが創造性を発揮しやすいことが分かっている。(以上 小
石祐介氏)
＜植木氏のコメント＞
本報告の長所として、下記の４点が挙げられる。
（１） コミュニケーションの創造性の視点から企業向けメッセージアプリを利用するメディア（ツール）により、情
報の発信者のメッセージと受信者のイメージの相違を社会学的に解説して、メディアが創造性発揮を誘発す
ると指摘している。
（２） アウトカム社会において現在必要とされるコミュニケーションの役割は創造性の発揮であり、①新製品・新
事業開発、②イノベーション、③風土改革に役割が変化していると指摘している。
（３） 不確実性が高く、複雑で変化が激しい時代環境下では、交流や人間関係がある「集団的知性」が創造性
発揮に必用とされることを指摘している。
(４) アイディアを生む最良なコミュニケーションのパターンを測定して可視化し、「発言・いいね・コメントが平等
にされている」ことが条件になることを明らかにしている。
質問：
アウトカム社会における創造性の発揮には、①新
製品・新事業開発、②イノベーションを創発するコ
ミュニケーションが社内に留まらず、社会の顧客や
コミュニティ等との対話によるオープンなソーシャ
ルイノベーションの場づくりが重要になる。
（１）その共同化により創発されるコミュニケーション
のパターンとメッセージアプリは、企業向けと同じ
考え方で設計して良いのだろうか？
（２）どのような点に留意してメッセージアプリを開発
すべきか？

(植木氏から小石氏への質問の様子)

これらは、今後の研究課題として取り組んでいく必要がある。いずれにしても創造性の発揮により複雑な問題
に対応するには集団的知性を高める方法をさらに研究開発することが期待される。(以上植木英雄氏)

◇【パネルディスカッション】
テーマ：EGM（Employee Generated Media ）の今後の展開と課題
司会 発題：荒木 聖史氏（本学会会員）
パネラー ：八田 光啓氏（日本電気株式会社 マネージャー）
前田 直彦氏（SCSK 株式会社）
八木橋

昌也氏（日本アイ・ビー・エム株式会社）

まとめ：荒木 聖史（本学会会員）
<パネル概要報告>
EGM フォーラムでは、設立された 2009 年 4 月より社内 SNS を活用した社員同士のコミュニケーションの活
性化による知の創造、価値の創出をテーマとして活動してきました。

EGM を利用することでコラボレーションの風土、多様性や独立性、分散性、集約性などを追い求めてきた訳
です。今回のディスカッションでは、それを一歩進めて「風土」や「場」を作るメカニズムデザインに移行していく
ことの必要性についての議論となりました。その中で
は、今まで社内に閉じた形での EGM を志向してきた
が、むしろ社外のタレントとの結びつき（ネットワーク
化）、個人の活用が、今までの会社の限界を超える
ことに繋がっていくのではないか、など様々な意見が
飛び交いました。
パネラーだけでなく、会場の人たちも巻き込んで価
値のある議論を交わすことができ、今後、やって来る
であろう「個」の時代の到来につながるものとなりまし
た。 (以上 荒木聖史氏)

（パネルの様子）

▼17：05 より B 会場の人たちも A 会場の本館ホールに集まり閉会に向けての行事が行われた。

◆大会総括報告【司会・コメンテータ等によるパネルディスカッション】
この場はディスカッションというより総合司会と午前の部の司会の矢澤理事の司会で総合的な報告と午後の部
でＡＢトラックが別々の会場に分かれて行われたので両会場での各報告と 2 つのパネルディスカッションの司
会・コメンテータ等からの概要の報告があり情報を共有した。

(午前の部と総合司会の矢澤氏)

(Ｂトラックの植木氏↑Ａの大西氏↑)

(パネルＡの高山氏↑、Ｂの荒木氏↑)

◆閉会の挨拶
そして最後は

本学会副理事長 久米 克彦氏（写真右）ので

無事終了いたしました。
講師の皆様、ご発表の皆様、そしてご参加の皆様、お疲れ様でした、
そしてありがとうございました。いかがでしたか、盛大で有意義な大
会でしたね。場を提供いただき全面的にご協力いただきましたエー
ザイ様の関係者の皆様、ありがとうございました。
▼この後は場所を変え有志による情報交換・懇親会が行われました。それも楽しく大変有意義でした。
ただカメラが電池切れ等でうまく撮れていませんので写真での報告は省略させていただきます。
●(以上、写真挿入および総合編集者:松本優)
★報告書作成に当たり、原稿を書いていただいた方、B トラックの写真を提供いただいた方、ご協力あ
りがとうございました。(事務局)

