
■国際シンポジウム「企業・コミュニティー・社会における組織知
の新たな形成に向けて ＩＩ」開催の報告 （写真レポート） 

 （日本ナレッジ・マネジメント学会事務局） 

〈文と写真〉松本優 

 本学会と早稲田大学知的資本研究会、WICI ジャパンが共催する秋の国際シンポジウムが平成２8年 11月 30

日に早稲田大学で開催されました。テーマは「企業・コミュニティー・社会における組織知の新たな形成に向け

て Ⅱ」でした。その写真レポート(概要少し)がまとまりましたので、ご報告いたします。 

 

◆開会の辞 花堂 靖仁 氏 
(日本ナレッジ・マネジメント学会理事長、早稲田大学知的資本研究会上席顧問) 

                    (開会挨拶の花堂理事長) 

大会の開会の挨拶として今回のテーマ「企業・コミュニティー・社会における組織知の新たな形成に向けて 

ＩＩ」の趣旨の説明のほか、今回のプログラムの概要、見どころなどもお話になった後、大会実行委員長兼

総合司会の立場から基調講演 1 の香港からの講師Ｍｏｋ氏が来られなくなった事情を説明され、自らピ

ンチヒッターと買って出て事前に届いていた資料も一部使って話されることを表明され、続けて基調講演に

移行した。 

 

◆基調講演 1 「KMGN 活動の将来展望」 
講師： 花堂靖仁理事長 

資 料 Mr. Chee Hong Mok (Vice president of Information & Knowledge 

Management  Society Singapore） 

ＫＭＧＡはシンガポール、アメリカ、オーストラリア、香港、インドロシア、フランス、

タイ、それに日本の 9 か国のＫＭ関連組織が参加しているネットワーク組織。 

昨年第 2回の大会に参加した理事長が収集し理解している各国の組織の様子

や活動状況、課題などを紹介。後半、花堂氏が第２回の大会で 5 人のスピーカ

ーの一人として講演した中で使った『サイロ・エフェクト 高度専門化社会の罠』 

ジリアン・テット〈著〉）という本を紹介された。（訳本が出ています  松本↓） 

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163903897 

その本の中で事例として載っているソニーのウォークマンの後継機開発・販売の戦略失敗(同じような２機

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163903897


種を出した)の事例を紹介しこれからの大企業にとって、陥りやすい大きな課題であると説明。 

この部門間の縄張り争いや企業と社会のあいだのサイロ問題の解決には両者のコミュニケーションが大

切なのだが…..これからの KM を考える時、お互いに理解しあうための共通のツールとして統合報告書が

役に立つと思う。 

  

    (花堂理事長講演の様子)                    (ＫＭＧＡ参加 9 か国の団体のロゴ) 

 

◆基調講演 2 「WICI 無形資源報告フレームワークの力」 
講師： 三代 まり子氏（RIDEAL 代表） 

      (三代 まり子氏) 

WIRF とは WICI Intangibles Reporting Framework の略であるが、WICI という団体が従来の統合報告書が

(KM にも関係の深い)無形資産についての分析・記述の部分が物足りないということで、そこをもっと強化

した統合報告書を作りましょうと独自のフレームワークを提唱している。 

その為にプロジェクトのメンバー募り結成して検討した結果、２０１６年２月に英語版が、２０１６年１１月３０

日に日本語版が公表された。 

今回の講演はその作成プロジェクトの事務局で活躍した三代氏より、統合報告の歴史から話ははじまり、

新しいフレームワークづくりに至るいきさつや苦労話、そして出来上がったフレームワーク「WIRF v1.0」

の内容の紹介、解説があった。 

http://www.wici-global.com/wirf/WICI_Intangibles_Reporting_Framework_v1.0.pdf  英語版 

http://www.wici-global.com/index_ja   の中に２０１６年１１/３０(シンポジウム当日)公表された 

http://www.wici-global.com/wp-content/uploads/2014/07/WIRF_japan.pdf   日本語版 

 

http://www.wici-global.com/wirf/WICI_Intangibles_Reporting_Framework_v1.0.pdf
http://www.wici-global.com/index_ja
http://www.wici-global.com/wp-content/uploads/2014/07/WIRF_japan.pdf


◆基調講演 3 「IoT 時代のナレッジ・マネジメント」 
 講師： 田中 孝司 氏 （日本ナレッジ・マネジメント学会理事） 

(田中 孝司氏) 

田中氏のテーマは絞りこむと「IoT 時代の日本のモノづくり企業がめざすべきナレッジ・マネジメント」

についてであり、トヨタセルシオの開発事例とマツダの開発事例を挙げて説明し、そこから、QFD（品質機

能展開）のための「場」づ゛くりが大切で、仕事をよく知ったマネジャーが KM の知識を持ってうまく場の運営

をやれば良いと説く。そして IoT 時代の今後はそれができるマネ－ジャーの育成が急務であると力説し

た。 

どうやって育成するかについて目下研究部会で研究中とのこと。 

 

◆基調講演の論点整理とまとめ 

★モデレーター 

安部 博文 氏（電気通信大学産官学連携センター特任教授、本学会理事） 

中村 忠雄 氏（日本ナレッジ・マネジメント学会会員） 

           (安部 博文氏)                        (中村 忠雄氏) 

1.安部氏は基調講演１と２の概要のまとめを担当。 

安部氏は花堂先生と三代氏の話をすごく的確にまとめ報告された。最後に感想として自分の大学の財務

報告書を生徒と一緒に調べたら価値創造の源泉となる無形資産の部分が１０%、つまり先生たちの人件費

だけで表現計上されており、がっかりしたという話が面白かった。 

2.中村氏は基調講演３の概要のまとめを担当。その中で QFD の補足的解説もされたが、コメントとしては

これからの IT 時代の KM を考える上で、システムエンジニアリングともう一つ VR（仮想現実：Virtual 



Reality:バーチャルリアリティ）や AR（拡張現実：Augmented Reality:オーグメンテッドリアリティ）も取り入れ

た展開を考えるべきだとアドバイスされた。 

 

<12:05-13:30  ネットワーキング・ランチ> 

【実践例による発題の論点整理と質疑・意見交換】 

 発題者による 20 分程度のプレゼンテーションと質疑応答を含む意見

交換を行う。                        (司会花堂理事長)→ 

◆テーマ 1「組織知形成の実践例」 

 ★発題者：「価値創造ドライバーを発見するには」 

   勝山 公男 氏（ＰｗＣｋコンサルティング） 

        (勝山 公男氏)                      (指標ツリーを作るうえでの５か条の心得) 

勝山氏は元オラクルの SE でビッグデータの分析者として活躍し、日本初のデータサイエンティストと自ら

言われた人。退社後コンサルタントとして活躍中。今回 WICI の「価値創造ドライバー探索分科会」の座長

として指導する立場でご自分の提唱する勝山モデル(=指標ツリー)を説明、それを作る上での５か条の心

得等も説明。KPI とは何か、価値とは何か等用語の説明を行って次の企業の事例の発表につないだ。 

 

★ 報告者：(1)熊倉 久雄 氏（3Ｍジャパン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (熊倉 久雄 氏)                     ( 3M のイノベーションの VCDD ツリー) 

3M ジャパンの熊倉氏は初めに３M という会社の紹介。 

3M では、技術者が労働時間の 15％を、自分自身のアイデアの研究・開発に費やしてよいという「不文律」

があります。就業規則で触れられているわけではない（ゆえに「ルール」ではなく「カルチャー」と呼ばれて



いる）。 

その後 3M で作った統合報告書は価値創造ドライバーとしてコネクティビティに着目して伝え方を検討。 

まず、イノベーションストーリーを作り、そこから勝山モデルの指標ツリーを参考に３M のイノベーション

VCDD ツリーを作った。そ後さらに３M 独自の価値創造サイクルを回していることに気づき、それを図にま

とめてツリーにプラスして報告書を作成。会社案内にも掲載。今後はさらにブラッシュアップしたい。 

なお三代氏が発表した WIRF v1.0 の中にも VCDD ツリーの事例として 3M のツリーが掲載されています。  

http://www.wici-global.com/wp-content/uploads/2014/07/WIRF_japan.pdf  

          

★報告者：(2)東谷 泰明 氏（本田技研工業株式会社） 

           ( 東谷 泰明 氏 )                  (東谷氏の思いとのギャップ) 

ホンダはアニュアルレポート、サステナブルレポートも出しているが、西谷氏がこの分科会に入り検討する

に当たり、まず発行側(伝えたい側)と読み手(受け取り側)のギャップを調べようと思い、勝山さんにホンダ

のアニュアルレポートから読み取って指標ツリーを作ってもらい。それを眺めてみて、大きなギャップがあ

り驚いた。ホンダには創業者の精神や日頃の言葉中には価値創造につながるキーワードが色々あるし、

ホンダに所属する誰にも根付いているキーワード.＊夢、想い、志、チャレンジ  ＊先進性、世界初、No.1、  

*独創性、新しい、若い、かっこいい、楽しい ＊自主自立、自由闊達、自由な移動、パーソナルモビリティ 

*世のため、人のため、＊信頼、正直、誠実、まじめ、 ＊やって、見て、考える *共創といった想いや気

持、精神などの部分は伝えにくい。ということがよくわかった。 

だがギャップから得られた気付きをいかに双方向エンゲージメントにフィードバックするかが鍵だとわかっ

たので今後統合報告書を作る際に参考にしたいと語った。 

●筆者は本田の社員に根付いているキーワードの羅列(徹底されていること)に驚き、うらやましく思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (東谷氏)      (熊倉氏)       (勝山氏)                 (花堂氏) 

     

 

http://www.wici-global.com/wp-content/uploads/2014/07/WIRF_japan.pdf


◆テーマ 2「中部圏における中小企業が推進する知識創造活動
の展開」  
 報告者：久米 克彦 氏（日本ナレッジ・マネジメント学会副理事長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (久米 克彦氏) 

久米氏は初めに KM学会の東海部会の活動ぶりを紹介し、２０１６年度の活動のまとめとして２０１６年９月

１２日に「企業調査プロジェクト研究発表会」をおこないそこで、リンナイ株式会社の報告を行ったことを紹

介された。その様子などは写真も含めて、詳しくは→ http://www.kmsj.org/tokai/ 

続いて、その発表の中から「リンナイの競争力の源泉について」お話になった。リンナイの会社概要の説

明の後、今回部会のメンバーの２人の中堅企業の社長がリンナイ訪問面談調査でどう感じたか、何に感

動したかなどを中心に報告しながらリンナイの競争力の源泉を明らかにした。 

一人の社長はリンナイが年商６億の時代に欧州視察でフランスの会社のすばらしい技術に接し、２億円

の特許料支払いを決断して提携し大成功した件などトップの決断力、先見の明に感心、感動した話。その

後コア技術の内製化、ガス離れのハイブリッド化の話。 

もう一人の社長はリンナイの企業風土に注目。当初の「品質こそわが命」、大手の低価格化に対抗するに

は品質で戦うしかないと内藤進会長が出された方針。さらに１９８０年代になると電子ユニット採用で大手

家電の進出の時代、品質こそわが命に暗雲の時代あり。そこで２代目の現社長は 額に飾られた理念か

ら、すべての工程でゼロ・ディフェクトをめざす→「真の品質こそわが命」と改訂し３S+５定を定めた。そして

すべてのコア技術の内製化が徹底されている。 

最後に東海部会の大西部会長のコメントとしてリンナイのコア技術の内製化が競争力の源泉であり、事業

ドメインの選択は経営者の判断が重要。誰かに頼む (「AI」に決めてもらう)ものではない。データは AI に

教えてもらっても決めるのは経営者の暗黙知であるとのコメントを紹介して終了。 

 

◆テーマ 3「内外のステークホルダーとのコミュニケーション手段
としての統合報告」 
 ◇発題者：「統合報告書の作成と活用による組織知の

共有」 

初めに司会者兼モデレーター役が交代。花堂理事長から矢

澤 洋一氏(KM 学会理事)にバトンタッチ。     (矢澤氏)→ 

矢澤氏がこのパートのテーマ、「サイロ・エフェクトの克服に統

合報告書の活用」について説明後、１番目の事例報告者森下

氏を紹介し発表に移った。 

http://www.kmsj.org/tokai/


◇報告者：統合報告作成企業担当者 
 森下 貴之 氏（第一工業製薬株式会社 広報室長） 
★DKS の統合報告書とインナーコミュニケーションへの活用 

第一工業製薬(DKS)は京都の創立 107 年の洗剤、石鹸の

界面活性剤等を作っている中堅の化学会社。商いは

BtoB が主流。昔、日本で初の合成洗剤モノゲン、今は先

の伊勢志摩サミットで各国首脳に贈った今世界一書きや

すいセルローズナノファイバーのインクを使ったボールペ

ンのインク開発で注目されている会社。従業員は殆どが

技術屋、5 事業部制でやっていてサイロ問題の心配はあ

る組織。 

DKS は森下氏を中心に昨年統合報告書作りに取り組み 1

号を完成させた。その経過、苦労話とともに成果について

発表。     (森下 貴之氏) 

成果としては、株主や、投資家はもちろんであるが、従業員が事業部を超えて会社全体のことがよくわか

り、どんな方向に向かっているのかそのために力を合わせてやらなきゃいけないなど理解し、結束力も高

まり、コミュニケーションがよくなり、モチベーションアップにもつながっている。また、銀行からも褒められた。

最後に次はもっといい統合報告書にすると決意を述べられた。 

●司会矢澤氏より、１０７年よりもっと前の貴社の前身が「大野燻玉堂」さんで線香・香料のお店でお蚕さんから出る

化学物質を納屋で研究していたのが DKS という化学会社の出発点であった話、日本初の合成洗剤モノゲンで花王

より１－２年前から開発していた話、P&G が日本進出時に DKS の合弁会社に製造をたのんだ話で、外国からも技術

を高く評価されていた話など補足があった。こういうのも統合報告にも入れたらというさりげないアドバイス。 

 

◇コメンテーター：宮永 雅好 氏（ファルコン・コンサルティング CEO） 
★統合報告書とインナーコミュニケーション 

宮永氏は、まず統合報告の効用=狙いについて解説。 

1 株主、投資家に対しては中長期の投資をしてもらうため 

2.顧客・取引先への実態を知っていただくため 

3.従業員・リクルートに役立てる。 

これからは 2.3 特に 3 が重要である。 

次に模範となる 2 つの素晴らしい会社の事例として 

1.MS&AD フィナンシャルｸﾞﾙｰﾌﾟホールディングスの事例

(ここは 2 年連続優秀賞を得ている) 

2.日本精工の事例  (宮永氏は世界で 1 番いい統合              (宮永 雅好氏) 

報告書と評価)  を紹介した。 これらの事例は実際の統合報告書を読んでぜひ参考にしてほしいとのこと 
 

◇矢澤氏司会により 3 人で質疑応答 
最後に矢澤氏が 2 人に質問し、２人が答える形で討論とい

うより補足およびアドバイスの時間をとり、充実したセッショ

ンとなった。宮永氏より社長の本音を聞くコツ、DKS の報告

書に対するアドバイス等 

●筆者が面白かったのが、森下氏の苦労話・ドキドキ話として、価値創造要因(勝ち筋)を色々な人に書い



てくれと頼んだか誰も書いてくれず全部自分で書いた。ところが一部社長の思いの部分は気が付いたら

最終の校正で全面的に社長に書き直しされていたという(笑) 

 

◆ 総括パネルディスカッション 

「企業・コミュニティー・社会における組織知の新たな形成に向け
て何を提言するのか」 
パネリスト: 

小門 裕幸 氏（法政大学教授） 

安部 博文 氏（電気通信大学産官学連携センター特任教授、本学会理事） 

中村 忠雄 氏（日本ナレッジ・マネジメント学会会員） 

モデレーター：山崎 秀夫 氏（日本ナレッジ・マネジメント学会専務理事） 

最初に登壇したモデレーターの山崎氏

はまず、標記のテーマについて話す前

にそれを覆すような話になるかもしれな

いが、と前置きして最新の世の中の情

勢に関し、聞いていて怖くなる?、あるい

は悲観的になるような話も含め最先端

の情報をいろいろ話された。この部分は

筆者は理解できないことも多くうまく伝え

られないので詳しくは３月１８日の KM 学

会の年次大会にご参加いただきぜひ直

接お聞きいただきたい。 

ここでは断片的にキーワードを羅列して

おきますので各自事前に勉強しておくといいと思います。 

企業の変革、社会の変革に関連して              (山崎秀夫氏)→ 

★ABC というキーワード 

*A は AI ・・AI=人工知能 の発展は目覚ましい。人間の働く場所が半分以下になるとか、働き方も変わる 

*B は Blockchain ブロックチェーン….ビットコインから発生した .仮想通貨を促進する技術でこれが

FinTech（フィンテック=フィナンシャルテクノロジー）の本命の技術ともいわれ、発展すると銀行、保険会社

等はいらなくなるとか、現にスゥェーデンの中央銀行ではクローナを E マネーに変える決断をしかかってい

るとか 

*C は Cloud クラウド・・・これはよくご存知でしょう 略 

★オープンイノベーション 

自分ところでできないところは他社と共同してやるというところから、今や自分所の開発はいらない、全部

カネで買ってくるという動きもある。ナレッジの社内蓄積なんかいらない → 組織知の死 

*イノベーションのスタートアップシフトと加速化……アイデアを買って(あるいは持っていれば)すぐに安い

コストで会社が立ち上げられる時代なってきている 

★創造性の発揮は AI か人か 

*AI は組織知に貢献するか 

*知識はモノかサービスか ...... コマツのトラクターには AI 搭載 、動くサービス 



★新資本主義と変わる世界観 

＊古い社会の防衛のうごき  自由貿易のやリ過ぎの反動  一部の層だけの儲けすぎ 格差拡大 規制

の強化  人種差別の復活……  自動運転とんでもない ←. 転手失業  規制強化しろ 

＊見えない霊の復活?? ものに精霊が宿る 

★ムーアの法則と E ルームの法則   Moore   ⇔  Eroom  ムーアを反対から読むとイールーム 

ものすごい勢いで IT 技術の進歩年々早くなる  一方 薬の開発にはその反対にドンドン費用とコストが

かかるようになる 。ムーアの法則を阻むのは特許や著作権や規制強化 

 

◇中村 忠雄氏より IoT と M２M の現状について報告 

中村さんもキーワード、あれこれ で 10 個提示 これらについて説明 

      (中村 忠雄氏) 

*デジタルツインとは、工場や製品などに関わる物理世界の出来事を、そっくりそのままデジタル上にリ

アルタイムに再現するという意味。実際に製造する工場や出荷する製品を、システム上にあたかも双子の

ように現実世界を模したシミュレーション空間を構築し、現実の工場の制御と管理を容易にする手法。次

世代の物造りに於ける重要なコンセプトであり、インダストリ-4．０を支える重要な技術とされています。 
 
*AR とは AR（Augmented Reality:オーグメンテッドリアリティ）と呼ばれ、日本では拡張現実と呼ばれてい

る。「もう一つの仮想空間・世界」をつくるVRに対して、ARは現実にデジタル情報を付与し、CGなどで作っ

た仮想現実を現実世界に反映（拡張）していく。これら VR,AR を使った設計が常識になりそう。 

スマートフォンアプリでも多く再現されており、最も AR で有名なのは 2016 年にリリースされたスマートフォ

ンアプリ『Pokémon GO(ポケモン GO)』であろう。 
 

*３D プリンティング  ここは AR、VR のところとともに力を入れて

説明された。３D プリンティングでは従来の金型や普通の加工

技術ではできないような素材や形状のものが作れる。  → 

右写真の左の１．２８kgに対し右の 3D プリンティングで作ったほ

うは０．３４８kg ト７３%も軽い。またメッシュ加工もできる。航空部品ならものすごい価値の違いとなる。                 

*スマート XXXX   スマートコンストラクション(コマツの AI トラクターの例)、スマート農業(東京ドーム５１０

個分の土地を３人で４台のトラクターで効率よく農業)、スマートシティ・・・・などなどにも注目せよ 

*AI、ビッグデータのところでは これからはシステムエンジニアリングが重要になり、アーキテクチャーの

設計ができるシステムエンジニアとビッグデータを分析してデータの中から価値を見出すデータサイエンテ

ィストが必要で、そういう人材の確保。育成が急務である。 

*最後に中村さんの会社で調査したデータでは 

日本の経営者は、米独に比べ自社又は日本のデジタル化 Iot 化技術は進んでいると思っておりハードル



の低いところで満足している。もう一つ、IOT 時代に日本の経営者は IoT 製品群で利益を取ろうとするが独 

米はサービスでも儲けようとする比率が高い。また日本人経営者は、今後５年間での IoT の効果は１割２

割しかないと思っている、つまり投資意欲がすくないと思える。 

 

◇小門 裕幸 氏（法政大学教授）の話 

山崎氏より小門氏に依頼されたテーマはシリコンバレーの動

向で 0to1(ゼロ トゥ ワン)の話 

ここも全部ではなく飛び飛びにピックアップ。 

筆者は恥ずかしながら 0to1 が何の事か解らなかったので調べ

た。・・・・・・・・・・・・・ 

シリコンバレーで絶大な影響力を持つ伝説の起業家、投資家で

あるピーター・ティール氏。彼がスタンフォード大学で行った

起業講義をもとにした著書『ゼロ・トゥ・ワン』はイーロン・

マスクやマーク・ザッカーバーグも絶賛し、世界的なベストセ

ラーとなりました。読んでなかった(T_T)                  (小門氏) 

すでにある１を１０や１００にしていくありきたりな“水平的進化”ではなく、何もないゼロから新しい価

値を生み出し、人類を一歩前へと進めていくような“ゼロイチ”のイノベーションを提唱するティール氏は、

「誰もが Aだと思っているけれど真実は Bである」というような「隠れた真実を探す」ことが、ZERO to ONE

の要諦だと言っています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●何もないゼロからアイデアをだし、新しい価値を生み出すというところが Oto１の味噌ですね 

＊向うの人は１０億や１００億の企業はやりたくない。１０００億以上でないとやってもしょうがないという意

気込みの人が多い。  日本なら１００億になればよくやったといわれる。 

＊１０００億以上に成功しても上場しない 

＊企業の立ち上げコスト１/１０００になっている簡単に、安いコストで起業ができる。 

*最近はモノづくりでなくコトづくりやデザイン指向  ゼロからアイデアでほしいものをつくる 

★大きな動きとしてシリコンバレーよりサンフランシスコ周辺が中心となってきている 

*色々な人種が集まってきて LGPT も差別なく一緒にやっている 

*クリエイティブクラスが寛容というキーワードでサンフランシスコに集まってきている 

*ピーター・ティール氏を中心に大きな人脈、ネットワークができている 

*スタンフォード大学がメッカ 

*日本人はあまり喧嘩をしない、むこうはすぐ喧嘩をして別れる。だから残ったものは相性がいい人ばかり、

持ってる技術は違うが皆気が合う者ばかり、その少数の人が力を合わせてアイデアをだし企業を立ち上

げすばやく大きく発展させる。仕事が楽しいからだ。大きくなったら売って解散ということもよくある。 

*地域的には東京はいい空間になるかも 

*コワーキングスペース、シェアーリングエコノミーというキーワードもあった 

*人種差別を平気手でやるトランプ大統領の動向が心配 

*自転車操業的なところもあり心配の声も 

◇ここから山崎氏質問で小門氏、中村氏、安部氏に答えてもらう形で質疑応答 

中村氏にムーアの法則と E ルームの法則について説明を依頼  略 

仮想現実の話 、VR<AR の話も再度話題となり討議   

３D CAD で作った仮想のモノで品質性能も確かめ、現実とそっくりな仮想の空間(シティ)でマーケテイング

をして確かめてその通りリアルのモノを作り発売するという動きあり。 



AI、ビックデータの話題のところで再度、アーキテクチャーの設計ができるシステムエンジニアとビッグテー

タの解析のプロ、データサイエンティストの必要性、確保、早期養成が必要との認識が一致した。 

その他、スピリチュアルな話も出てモノに精霊は宿るかとか小門氏よりロボットを神様として生きていく人た

ちも出るかもとか、山崎氏より AI は悪魔か神様かが話題になっているとか話は広がった。 

最後は安部氏に感想・コメントを求め、安部氏は午後の部のセッショ

ンのまとめをした上でこのセッションの話は世界がダイナミックに変わ

っているのだなとわかりどれもおもしろかったとのべ、現在安部氏が電

通大で取り組んでいることとして、こういう時代に耐えられる人材を世

に送り出すために自分たちのできることとしてプログラミングのできる

子供たち、小中高生を作り世に送り出すためのカリキュラム作りをや

っていることを発表。それを横展開してほしいとのべた。 

又 AI で仕事が半分ぐらいになると言う話があったが歴史的に見ると         (安部 博文氏)   

新しい仕事も半分ぐらい出てくるかもしれない。とにかく子どもの頃から英語とプログラミング技術といった

専門性を身に付けた若者を多く送り出せばなんとかなるのではないか、と次世代に託して話は終わった。 

 

◆本シンポジュウムの 総括と閉会の辞 
 久米 克彦 氏（日本ナレッジ・マネジメント学会副理事長） 
忙しい中参加してくれた皆さんやスタッフの皆さんにお礼。 

安部さんが全部まとめコメントしてくれたのであえて言うことない

が、一つ私が問題意識としてもっていることは、サイロ主義のこ

とで、この問題は企業の中にいると常にある。語感からいうと非

常に否定的だが専門性を追求するために必要性はある。トータ

ルとして上手くやるには経営者の手腕しだい。経営者の責任に

他ならない。どう対処したらいいか手だての問題は今日も出てき

たが、統合レポートにしても経営者の支援があるかどうかで変わ

ってくる。ここではいい経営者が育つことを期待して終わりましょ

う。  (久米副理事長閉会の挨拶) 

 

●この後、場所を変えて情報交換懇親会が行われました。大変盛

り上がったとのことです。 

 

 

 

 

                                             (会場となった早稲田大学の時計塔) 

 

●●以上未熟なレポートですみません。ご本人に書いてもらえはよかったのでしょうがそれはかなわず、

お話いただいたかた方にはご不満も多かろうと思いますが断片的な情報の提供で失礼をいたしました。訂

正箇所があれば訂正いたしますのでお申し付けください。(松本 優) 


