
■「日本ナレッジ・マネジメント学会第20回年次大会」の詳細報告 

日本ナレッジ・マネジメント学会事務局 

 

日本ナレッジ・マネジメント学会第 20 回年次大会は、東京経済大学国分寺キャンパス、大倉喜八郎進一層館

ホールにて、3 月 18 日（土）に約 100 名の参加者を得て成功裏に開催されました。 

 

   

     東京経済大学正門           会場の大倉喜八郎進一層館ホール 

 

 大会テーマ「ＡＩと人との価値共創は可能か―加速する企業イノベーションとナレッジ・マネジメントの課題―」

の下で、ヤマハ（株）元会長の岸田勝彦氏による基調講演「知識活用による企業イノベーション」、横河電機

（株）執行役員マーケティング本部長の阿部剛士氏による特別講演「ＡＩと人の価値共創とデータサイエンティ

スト」があり、引き続きパネルディスカッション「ＡＩと人の価値共創」が行われました。パネリストとして山崎秀夫

氏（本学会副理事長）、阿部剛士氏（横河電機執行役員）、小門裕幸氏（本学会理事・法政大学教授）の 3 名

が登壇されて熱い討論が展開されました。 
 

 午後は、会員総会後にＡとＢの２トラックに分けて行われ、Ａトラックでは大会テーマに関連する２報告と２つ

のパネルディスカッションが行われました。 

またＢトラックでは自由論題の６報告が行われました。 
 

 終了後は、レセプションが開催され、交流の輪を広げることができました。 

東京経済大学理事長 岩本繁氏の歓迎のご挨拶では、本学会の創設期に評議員として尽力された当時のエ

ピソードもお話をされました。 
 

 なお、本大会の報告概要と司会者の総括等については、写真を交え以下に掲載いたします。 

 本大会の実施でご協力を頂きました関係者、役員、報告者の皆さんに感謝いたします。 

（第 20 回年次大会実行委員長 植木英雄） 

 

   

◆開会行事 開催の挨拶 

田中孝司理事(写真右)の司会で開会されました。 

まず、当学会理事長花堂靖仁氏（（國學院大学名誉教授）の開会の挨拶があ



り、続いて当学会理事で大会実行委員長(開催校の東京経済大学教授)の植木英雄氏より挨拶とプログ

ラム内容や会場の説明等があり、大会がスタートしました。 

  

学会理事長花堂靖仁氏                          大会委員長植木英雄氏   

 

 [午前の部] 
司会：田中孝司氏（本学会理事） 

◆基調講演「知識活用による企業イノベーション」 
岸田勝彦氏（ヤマハ株式会社元会長） 

<概要報告> 

 ヤマハの本社購買部長であった岸田氏がピアノ事

業本部の副本部長に突然命ぜられて、岸田氏自ら

率先して取り組んだ結果、赤字事業であったピアノ

事業本部を改革して最終的に黒字化のみならず新

製品開発までを展開させた活動内容を紹介した。 

          (写真右  岸田勝彦氏) 

 岸田氏自ら紹介しているように技術系でもない、そ

れまでピアノ事業本部とかかわりのなかった自分が

どのように組織を考え運営してきたか、どのように人

の上に立っていく人間として志していくべきかを、自

分の実施事例を通して紹介していった今回の講演

内容は、経営幹部としての考え方や仕事の進め方に大いに参考になる点が見出せたのではないだろうか。 

 ここではピアノ事業本部のトップとして取り組んでき長年にわたる企業イノベーション事例の中から、特徴的な項目

を紹介してみる。 

・岸田氏自身はピアノ事業本部就任当時、ピアノという製品に専門知識や音楽に対する理解力は事業本部2500人

中最下位レベルという認識を持っていた。そこでそのギャップを埋めるため、ヤマハの調律師養成研修への参加、

ピアノ個人レッスンの受講などによりピアノそのものに関する知識、認識などを高めることに積極的に取り組んだ。 

・事業本部運営のためのインフラ作りとして、部門間連携の強化を図るため部門最適発想から全体最適発想への

転換を促進するとともに定着化を図った。定着化を図るまでの様々な取り組みには岸田氏独特の考え方に基づき、

活動レベルが具体的な内容まで計画し岸田氏自らも参画して実践しているのが特徴ともいえる。言い換えれば経

営者が方針を徹底して定着させていくには、具体的な活動ステップを計画するとともに経営者自らが行動を起こす

ことが重要であることが今回の発表内容から学ぶことができるだろう。 



・具体的は業務展開として紹介したのは、「攻めの経営」として新製品の開発力強化と品質改良、それを実践してい

く上での徹底した人材育成、特に中堅技術者の育成が基盤になっていること、「守りの経営」として海外工場の経営

改善や国内工場の再編、合理化・効率化の徹底、技能伝承システムの構築と人材育成などを推進してきたことも紹

介した。 

・経営幹部の反対を押し切って進めた新製品「サイレントピアノ」や「インターネットピアノ」などの興味深い開発ストリ

ーなども紹介した。 

今回の講演を伺った人の中には、岸田氏が取り組んできた実践事例や活動内容の一部を部分的に導入し組織

として展開できると思う人がいたりするかもしれない。 

しかし、岸田氏の様々な取り組みの基本軸にあるのは、彼の会社に対する真摯さ、従業員に対する真摯さ、マーケ

ットや顧客に対する真摯さ、など岸田氏が保有している真摯さが基盤になって展開されてきた結果がこのような素晴

らしい成果を生み出してきた、と感じた。(田中 孝司) 

 

◆特別講演「ＡＩと人の価値共創とデータサイエンティスト」 

阿部剛士氏（横河電機株式会社執行役員マーケティング本部長、元日本インテル副社長、

経産省 IoT委員） 

<概要報告> 

講演の冒頭に今回の講演では多くの話題と材料を

限られた時間内で提供するので、ひとつでも興味のあ

る内容があったら理解してほしい、とのメッセージから

始まりました。 

講演内容の紹介についても、興味のある内容の項

目ごとに報告します。 

１．世界のメガトレンド 

・今年は最初のアイフォンが出てから10年になるが、

その間に世界中でのインターネット人口が急激の増

加している。現在の世界人口は約72億人に対して現

在のインターネット人口は約25億人であり、2020年に

はインターネット人口は４０億人になると予測されてい

る。過半数を超えると何かが起きる、しかし何が起きるかは分からない。       阿部剛士氏 

２．ビッグデータの現状と今後 

・ビッグデータの時代といわれているが現在はまだまだスモールデータの段階といえる。特に日本では他社との

ビッグデータを活用することができていない、それどころか企業内の組織間のデータを活用することもできていない

現状がある。 

・ビッグデータの活用ということでデータサイエンティストへの要望が強くなってきている。世界中のデータサイエ

ンティストが最適モデルを競い合い課題を解決するような場を運営している”Kaggle”には世界中で30万人登録され

ており、課題解決力能力に応じて30万人にシリアルナンバーがつけられている。シリアルナンバーが500番以内だと

マスターという称号が与えられこのクラスになると多くの企業からの要請を受けることができる。現状でこの500人の

中に日本人は3人しかいない。 

・コンピュータの進化により2045年にはコンピュータの能力が発達して人間の能力を超える、ということがいわれて

いる。これはコンピュータの開発能力を従来のムーアの法則に当てはめて考えている話で、現実的には人間の能

力を超えることはできない。 

３．人との共創と課題 



・これからの時代は壁にコンセントを差し込むような感じでAIは特別なものではなくなってくるだろう。人の体を例

にしてみると下半身はAIで上半身は人間という考え方でAIを使いこなす、このようにAIと人間の関係を考えていく時

代を迎えてきているのかもしれない。 

・AIとロボテックスは新しい仕事を創り出していくが、その内容は生産性を高めるということで、従来は手作業の範

囲の生産性だけであったのが近年は認知機能を伴って生産性を高めることまで対応してきている。 

・今後AIの発展に伴い人間は何をしていくのか、どうするのかも考えていくことが必要になってくるかもしれない。 

・AI技術が発展してくるにつれ21世紀は、従来のモノ中心のエコノミーからクリエイティブ・エコノミーへ、資本主義

さえも変革してしまうかもしれないといわれている。 

４．締めくくり 

・最後のスライドで「The Coming of Post- Industrial Society」Daniel Bell著の紹介とともに、次のような興味深い説

明で講演の最後を締めくくった。 

“1973年に著者がこの本の中で”Post-Industrial Society “で述べている内容が今まさに起ころうとしている。”   

(田中 孝司) 

 

◆パネルディスカッション 「ＡＩと人の価値共創」 

パネリスト： 

山崎秀夫氏（司会・本学会専務理事）、 

阿部剛士氏（横河電機執行役員） 

小門裕幸氏（法政大学教授） 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

山崎 秀夫氏                     小門 裕幸氏 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
阿部 剛士氏 



<パネルの概要報告> 

横河電機執行役員（元インテル副社長）の阿部剛士氏によるビッグデータと AI 関連の講演後、法政大学小門裕

幸先生と学会専務理事の山崎秀夫氏によるパネルディスカッション「ＡＩと人の価値共創」を行った。 

 

まず司会を兼ねた山崎氏より、経済学の「代替財」と「補完財」と言う概念が提起され、AI と人は創造性などにお

いて「代替財」と「補完財」か と言う問いがなされた。また昨今の「ＡＩと人の価値共創」の議論は AI の研究者中心に

行われている点を批判し、人の創造性を明確にし、ＡＩとの対比が必要との認識から、人の創造性に関してシステム

1 とシステム 2 の組み合わせとして定義された。（ダニエル・カーネマンらの進化心理学系の研究に基づく）システム

1 は無意識的に動き、経験、生得要素、感情要素を含む人の行動を意味する。一方システム 2 は意識や自己を形

成する機能であり、脳科学におけるインタープリターモジュールに相当すると説明された。ＡＩがどこまで人の創造性

に関して代替財となりえるかは、システム 1 とシステム 2 の理論的把握と理解、理論化に基づくシミュレーションの実

現にあると言うわけである。 

 

一方小門氏からはオートポイエテイック（自律的に情報の意味解釈をおこなえる）な人間とアロポイエテイック（他

律的）な AI を含む機械と言う問題意識が提起された。アロポイエテイック（他律的）な AI はシステム 1 とシステム 2 を

組み合わせた人間にはかなわないと言う主張である。（自律的閉鎖系の仕事は機械には不可）また演繹的アプロー

チ、帰納法的アプローチ、推論などの方法論をＡＩが活用できるかと言った問題意識が提起されている。また理論と

アルゴリズムが明確な弱い AI 領域では AI は非常に有効と言う主張である。（自動運転、自動翻訳、会計監査、RPA）

システム 1 の一部と考えられる機械の故障時の音などの聞き分けは、AI が代替財としてテイクオーバーする可能性

が高いと言う見込みを述べられた。 

 

その後阿部氏を交えた議論となった。AI と人は創造性などにおいて「代替財」と「補完財」かに関する阿部氏の見方

も、方法論の明確化があって初めて AI は課題に取り組める、またインテルなどの米国企業の経営面の意思決定は

データ分析を徹底した後は、経営の第六感に頼るため両者は補完財的である、ＡＩはやはり道具であり、人の補完

財だと言う一貫した話がなされた。(山崎 秀夫) 

                   パネルの時の会場の様子 

 

******************************** <昼食休憩> ************************************* 



◆会員総会（進一層館ホール）(13:00～13:30) 
▼昼休み後、午後一番(13:00～13:30)に会員総会が行われました。 

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、議案はすべて承認されました。 

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。トピックとしては花堂理事長が学会の会

長に就任し、副理事長の久米克彦氏が新理事長に就任することが承認されました。 

 

 

 [午後の部] 

A トラック会場 ：(進一層館ホール) 

司会・コメンテータ ：大西 幹弘 氏（名城大学教授 ） 

◆報告 A１： 畔上 靖氏 ( CD2 代表取締役） 

テーマ「ハッカソンとアイデア出し」  

 (司会・コメンテータの 大西  幹弘氏)                (報告者  畔上 靖氏)                     

<報告の概要> 

近年、社外の人間も巻き込んだCo-Creation（共創）型イベントである「アイディアソン」や「ハッカソン」が開催され

ておりブームの様相を示している。 

米国のIT企業やベンチャーで使われ始めたとされ、Google、Apple、Facebookなどが相次いで開催し、国内でも

当初はYahoo!や楽天による開催であった。 

直近はIT企業の他に、地域活性化・街づくりプランなど自治体での開催も増えており、またレシピ・商品開発など、

非IT領域で開催されることも増えてきている。 

本プレゼンでは基礎的な内容と実施事項について確認し、運営における留意点を明確にしつつ、成功させるため

のポイントについて解説した。 

＜アジェンダ＞ 

１．アディアソン・ハッカソンとは 

２．運営アクション（やること）詳細 

３．事例分類と成功のポイント 

４．参考事例近年、社外の人間も巻き込んだCo-Creation（共創）型イベントである (畔上 靖) 
 

<司会大西幹弘氏のコメント> 

 畔上報告は近年注目を集めるオープンイノベーションの具体的形態としてのアイディアソンとハッカソンについ

て、基本コンセプト、運営手順、実践事例、成功の必要条件、および今後の課題について簡潔かつ明瞭にまとめら



れた興味深いレポートであった。当学会との関連で述べれば、アイディアソン・ハッカソンがともに共同化、表出化、

連結化、内面化の SECI モデル知識創造プロセスの各局面をトレースしており、野中・竹内のオリジナルな「組織的

知識創造」に対し「超組織」もしくは「拡組織」の知識創造モデルと表現できるかもしれない。運営手順の部分でテ

ーマの選定やファシリテーションの際に個人の暗黙知に依存する部分が大きく、この点が報告者の「成功させるポイ

ント」で指摘されている「場作り」、「ビジュアル」、「デザイン」、「空間と広さ」、「遊び」の成否に関わって来るのではな

いかと思われる。(大西 幹弘) 

 

◆報告 A２： 山口 博氏 （（リブ・コンサルティング 組織開発コンサルティグ事業部長） 

テーマ「 ビジネスパーソンが AI に代替されないためのビジネスキルと行動変革  

  

        (山口 博氏)                             司会・大西幹弘氏 

<報告の概要> 

 第 3 次 AI ブームが到来する中、私は、正確性が追求され、ルール化でき、関連するデータが大量にある仕事は

AI が担うようになると考えます。一方、人間の直感を用い、奇想天外な発想を重んじる仕事は残るのではないでしょ

うか。周囲を Encourage する能力は AI にはありません。 

 ビジネスパーソンが伸ばすべき能力は、その場で処理する課題解決力、腹落ちさせる合意形成力、理屈ではな

い対立解消力、そして、相手をモチベートするコーチング力であると位置づけます。 

 わが国企業は、環境変化に対応して戦略を策定･実行し組織体制を確立することはできていますが、その実現の

担い手である人材育成が出来ていません。人材育成の成否は、身に付けるべきスキルをパーツ分解しコアスキルを

反復演習する「分解スキル・反復演習」の実施にかかっています。 

 意識が行動を変えるのではなく、分解スキルの反復を始めとする行動が意識を変えるのです。組織への帰属意識

が高いという、わが国ビジネスパーソンが有する他国にない優位性を活かしパフォーマンスを向上させ、AI に使わ

れるのではなく AI を使いながらビジネス展開していくことが不可欠です。(山口 博) 
 

<司会大西幹 弘氏のコメント> 

 AI の実用化が着々と進む中、AI に代替されないビジネスパースンの条件を考察した大変興味深い報告で、形式

知を伝え暗黙知を育成するサービスビジネスに従事する当方にも大いに参考になる内容であった。1960 年代、

1980 年代に続く現在の第 3 次 AI ブームの特徴を Big Data, Deep Learning のキーワードで押さえ、英オックスフォ

ード大学マイケル A オズボーン准教授の’The Future of Employment’ に示されたコンピュータ化によって失われ

る仕事例を紹介した後、報告者は AI によって失われる仕事の共通項として、「正確性を追求される」、「ルール化で

きる」、「関連するデータが大量にある」、「異常を発見する」の 4 点を指摘する。一方、人間の仕事として残り得る業

務の共通項として、「人間の直感を用いる」、「奇想天外な発想を重んじる」、「未知の分野」、「強みを活かす」を挙



げる。AI には Encouragement の能力が無く、臨機応変の対応も不可能であるため、合意形成力・対立解消力・コ

ーチング力に優れ、直感的展開力・現場処理力に秀でたビジネスパースンは AI 時代にも生き残ることが出来、その

スキルを獲得するために分解スキル・反復演習型能力開発プログラムが必須であると説く。Encouragement に際し

ても臨機応変の対応に際しても、コンテンツや行為の論理整合性・事態適合性が不可欠であり、この条件を欠く対

応や説得は AI にも劣るのではないかというのが当方の見解である。(大西幹弘) 

 
◆【パネルディスカッションＡ】 
テーマ「ABC(AI, BLOCKCHAIN, Cloud)とIoT社会」 
パネリスト：山崎 秀夫氏（発題・本学会専務理事）、 

小門 裕幸氏（法政大学教授）、中村 忠雄氏（PWCコンサルティングディレクター） 

         山﨑 秀夫氏               小門 裕幸氏     中村忠雄氏 

<パネルAの概要報告> 

午後のパネルは ABC(AI, BLOCKCHAIN, Cloud)と IoT 社会をテーマとして、山崎秀夫氏（発題・本学会専務理

事）、小門裕幸氏（法政大学教授）中村忠雄氏（PWC コンサルティング ディレクター）により実施された。 

パネルはまず中村氏より、IoT 時代の社会の変化、製造業の変化、組織・リーダーシップの変化に関して説明が

あり、その中では 3D プリンターとデジタルツイン、バーチャ

ルツインと言う説明が印象的であった。人による創造性の発

揮はまず「デジタルツイン」として仮想空間上で表現され、評

価され、シミュレーションされた結果が 3Ｄプリンターなどによ

り物理的なモックアップになると言う説明である。AI などのソ

フトウエアが創造性発揮のための非常に有用な道具になり

始めていることが明らかにされた。ＡＩを含むソフトウエアの

創造性利用の局面では日本は遅れていると言う主張である。

そして組織・リーダーシップの変化のところでブロックチェー

ン技術が実現し始めている新しい組織形態であるホラクラシ

ーが紹介された。 

 次に小門氏よりブロックチェーンなど分散型ネットワーク技術に支えられた第四次産業革命の時代にはホロクラシ

ーなどを構成するフリーエージェント型の暗黙知が課題になるとの問題提起がなされた。またホラクラシーやブロッ

クチェーンが推進する分散型資本主義社会では、複式簿記から三式簿記への変化などももたらされ、スマートコン

トラクトなども実現するとされた。そして新しい時代の組織ではリチャード・フロリダが提唱する創造の経済における



三つのＴの重要性（トレランス寛容、タレント、テクノロジー技

術）が主張された。またシリコンバレーやサンフランシスコに

見られる都市のコミュニティにおけるホメオスタシス（自律シス

テム）としての市場型交換と贈与的交換のバランスも提起さ

れた。コモンローやカウンセリングにより心の傷を癒す、強い

個を支えるセラピー文化、アングロサクソンの説明責任の問

題も提起された。そして個人主義を前提とする第四次産業革

命に対して日本文化の集団主義的な遅れが指摘された。 

最後に山崎氏より「人の創造性の獲得は 7 万年前の洗練

された言語の獲得と虚構をイメージする能力の獲得により始

まった」、「それ以降、ランアウエー効果が働き、自分たちの姿かたちをどんどん変化させる存在様式になった」と述

べられた。また新たなテクノロジーの台頭はそれにふさわし

い文化変容（政治、経済、社会体制の確立）が条件であると

して、第二次産業革命への文化変容の未成熟が第二次世

界大戦を引き起こした可能性が高いと述べ、第四次産業革

命による文化変容の未成熟も大量失職や日本の国力の衰

退をももたらしかねないと主張された。そして現在、課題とな

っている働き方改革がAIなどの導入をどんどん進めており、

雇われない働き方の普及も含めクリエイティブクラスに変身

できるかどうかが働く人々、企業の課題と述べた。その結果、

イノベーションは組織の外の個人やスタートアップ企業に移

行している。そうした中でのホラクラシー型組織の可能性が述べられた。  (山崎 秀夫) 

 

 

◆【パネルディスカッションＢ】 
テーマ「組織知形成への挑戦-サイロ問題を越えたイノベーションへ」 

パネリスト： 

高山千弘氏（司会・エーザイ(株)執行役員、本学会理事）、 

宮崎伸一郎氏（出光興産）、奥村俊次氏、（オムロン）、竹内寿志氏（スズキ）、 

熊倉久雄氏（スリーエムジャパン）、柴崎辰彦氏（富士通）、河田卓氏(コミュニティ技術研究所) 

高山千弘氏  河田卓氏  熊倉久雄氏  柴崎辰彦氏  奥村俊次氏  宮崎伸一郎氏   竹内寿志氏 



 

 

        

 

 

 

<パネル B の概要報告> 

本パネルディスカッションは、「組織知形成・持続研究部会」（部会長高山千弘エーザイ執行役知創部長）の過去

２年間にわたる研究活動成果発表をも兼ねるものである。 

サイロ問題とグローバル化に伴う海外出先事業所の現地化の問題は、日本企業のイノベーションや技術の海外

移転の展開を阻んでいるが、高山部会長は、研究部会において SECI モデルをベースにしながら企業理念の有用

性、デザイン思考、シナリオプランニング等を学ぶことで知識創造理論が実践でき、二大問題への解決へ向けての

道筋が初めて見えてきたと、成果を語っていた。さらに、当日の発表テーマである AI に関し、「SECI モデルは HI（ヒ

ューマン・インテリジェンス）であり主客非分離の世界だが、AI は主客分離。我々は AI を SECI モデルの連結化の中

に取り入れることで、有効活用できる」としていた。 

続いて、共同司会者の河田卓コミュニティ技術研究所代表が、参加６社（当日の会場参加は５社）のプロフィール

と経営課題を取りまとめて解説した。 

  河田氏      柴崎氏     熊倉氏     奥村氏   宮崎氏    竹内氏    

奥村氏   



個別企業の事例では、富士通の柴崎辰彦氏が、研究部会活動を通じ「あしたのコミュニティラボ」のブラッシュア

ップや、新たな共創のきっかけづくりにより、SE３万人の大部隊をこれまでの受託型から知識創造型 SE へと再活性

化する創出コンセプト「SE４・０」を明らかにした。柴崎氏は、他社とのディスカッションが刺激となったことを語りなが

ら、SE4・０の成果が出始めていることを明らかにした。 

スリーエムジャパンの熊倉久雄氏は、スリーエムの価値創造プロセスとそれを支える組織文化の紹介、さらにはそ

れらを新たに SECI 理論で分析し価値創造プロセスを深化させる試みについて発表した。スリーエムには、もともと、

顧客との価値共創や技術シーズの情報共有など、知識創造理論と親和性の強い企業文化が根付いているが、熊

倉氏の挑戦は、知識創造の観点からその文化の戦略的意味を模索するものだ。 

出光興産の宮崎伸一郎氏は、「人間尊重」を掲げ企業として大きな社会的役割を果たすことを定めた創業者の

経営理念の紹介、さらにはその理念の継承が必ずしも容易ではない知的財産部の課題について解説。これを

SECI モデルによる共通の価値観の確認によって解決し、出光らしい知財のあり方を模索するまでに部門の意識の

方向性を明確にし、これによって、ユニット制の導入等による組織改革につなげたと発表した。 

オムロンの奥村俊次氏は、創業者が企業理念の重要性を意識して「社憲」を作成した経緯、さらには事業戦略の

理論的ベースとされる経済社会の未来展望である SINIC（シニック）理論を解説。奥村氏も作成に関わる同社の社

会的役割を包括的に捉えた統合報告書作成の意義と、独自のセンシング＆コントロール技術で社会的課題を解決、

それによって企業価値を創造していくという同社の戦略の方向性についての説明を行った。 

スズキは、竹内寿志氏が、インドビジネスの成功後、タイなど周辺国への展開の過程で SECI モデルを使った知

識創造理論の実践が現地化の成功に寄与した事例を説明。今後はこの成功事例をグローバルに展開していくこと

を明らかにした。また、創業 100 年を期に企業理念を再構築し、それをグローバルに浸透させることを計画、さらに

はチームスズキとして組織力を構築していくことの説明を行った。（矢澤 洋一、河田卓） 

 

Bトラック会場：進一層館会議室 

司会・コメンテータ：加藤 鴻介氏（金沢工業大学教授） 

◆報告B１：栗本 英和氏（名古屋大学教授） 

テーマ：「名古屋企業とナレッジ・マネジメント」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     司会・コメントの加藤鴻介氏              報告者 栗本 英和氏           

 



<報告概要> 

 日本ナレッジ・マネジメント学会・東海部会では，名古屋に拠点を置く製造業で，直近の数年間，成長を維持し，

かつ売上高営業利益率が良好な企業に対してナレッジ・マネジメント視点から継続的な調査を実施している。目的

は，新知識の創出に必須である「ひらめき」を喚起する条件，創出された知の共有の仕組，組織の存続と発展に必

要なコア・ナレッジ，現場における知のマネジメント等に注目し，「身体知」対「頭脳知」や「知識創出」対「知識共有」

の視点から，成長企業の特長や特色を明確にすることである。 

 本報告では『ひらめき』を可能にする実証的な探究を，経営品質の枠組である『基本理念』や『重視する考え方』

に照らして考察した結果，それらに対応する仕組が存在し，価値の創造と市場の開拓に寄与し，機能していること

を確認した。(栗本 英和) 

 

<司会 加藤 鴻介氏のコメント> 

 企業や組織のコンピテンシーのひとつとして、ひらめきを取り上げ興味深い調査分析をされた報告発表でした。

ひらめきは優秀な個人に依存する属人的なものとは限らず、企業組織に育まれ埋め込まれた、経営理念から始ま

る各種活動指針であったり自由な発想を創造につなげうる仕組みとメンタルモデルがかさなったものと言え、不条理

や不合理的な問題を解決したり問題や課題意識を促進した発見力にも貢献しているようである。 

 また、ひらめきを促進しかつフォローできる経営上の仕組みの必要性が連想できるが、この仕組みの必要条件と

継続するための要件を満たす組織的マネジメントの存在がうかがえるものである。 

 従来の形式知と暗黙知の後者を更に身体知と頭脳知に分割してそれぞれの構造的な特徴を明らかにする挑戦

であるが、経営品質面からの調査対象各社のアプローチも、形式知的な施策と暗黙知の重視をバランスよくなされ

ていることにあらためて気づかされた発表であった。（加藤 鴻介） 

 

 

◆報告B２：廣瀬 文乃(立教大学 経営学部国際科 助教) 
河田 卓(一般社団法人 コミュニティ技術研究所理事長) 

テーマ：「AI時代におけるSECIモデルの価値」 
 

  
     河田卓氏       西原文乃氏                   Ｂ会場の様子 

<報告概要> 

現在、企業が最も求めているのはイノベーションである。イノベーションは革新や刷新と訳されるが、古くはシュン

ペーターが提示した新結合という概念が著名であり、また、日本では主に企業の組織内の技術革新を示すものとし

て推進されてきた。最近では、企業の組織外の知識や技術も活用するオープンイノベーションが当たり前になりつ

つあり、社会的な価値創造を目的とするソーシャルイノベーションへと広がっている。一方、現代社会はドラッカーの

予言した通り知識社会である。ここで重要となるのは知識を創りそれによってイノベーションを起こすことである。野

中郁次郎名誉教授が提唱する SECI モデル（暗黙知と形式知の組織的な相互変換を示すモデル）はイノベーション



を起こす組織的な知識創造プロセスを示すものである。こうしたことを背景に、本発表においては、ますます技術革

新の進む AI 時代において、SECI モデルが提供できる価値について考察した。(西原文乃) 
 

<司会 加藤 鴻介氏のコメント> 

 ビッグデータとAI、IoTの時代に入りつつある現在、従来のヒトや組織とコンピュータシステムの関係は大きく変わ

りつつあるが、SECIモデルもヒトを中心とした形式知・暗黙知の相互循環サイクルが、AIとしての知識や知恵が介入

参加することで変化することは要因推測できよう。当報告でもAIにより形式知の利用範囲が大幅に増えるばかりか、

暗黙知の一部も人に変わりAIが、AIシステムにあえて形式知として覚えこませなくても、ビッグデータや深層学習技

術の応用により飛躍的に向上した判別能力などがシステムから提供可能になってきている。このことはヒトの役割が

必ずしも狭まるのではなく、ヒトでなければできない能力

や行動がますます重要になってきていることを浮かび上

がらせている。本発表における結論の一つとしてのAIをも

補完するヒトの得意分野として、想定外や例外的状況で

の判断、新たな価値創造、枠組みの動的変化、精神的な

サポートなどは、あらためて我々人間の存在価値と発展さ

せるべき方向を大いに示唆している。（加藤 鴻介） 

  

                                 質疑応答様子 

 

◆報告B３：酒瀬川泰孝氏（NTTデータ法人ソリューション事業推進部ＰＭ推進室主任） 

テーマ：「産学連携によるAgile開発人材育成～Agile・Scrumに基づくPBL実践

報告～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (酒瀬川 泰孝氏) 
 

<報告概要> 

NTT データ法人ソリューション分野では、産業技術大学院大学と産学連携の下、アジャイルスクラムを駆使し迅

速に新たな価値（ICT サービスやソフトウェア）の創出と提供を行う人材の育成と、そのための新しい PBL の構築に

取り組んでいる。 

背景として、所属先は、お客様の要望の変化・変更に柔軟に対応し迅速に開発・提供を行う組織へ変革を目指

していることが挙げられる。これに最も適合する方法論は、野中・竹中両氏に源を発するアジャイルスクラムである。 

PBL では、学習者同士でスクラムを組みアジャイルスクラムに基づき ICT サービスやソフトウェアの開発を実践す

る。目指す効果は、以下のとおりである。 

・アジャイルスクラムを用いた開発の実践スキル習得 

・迅速さを最重視するマインドを獲得 



・コンセプトやデザインを顧客視点で考え抜く協創的な思考・視点へ変容 

・知識創造サイクル活性化 

効果測定では、参加者の振り返りの発話分析と SECI サーベイを実施した結果、上記スキルの獲得が示唆された。

また、アジャイルスクラムの実践により知識創造サイクルが活性化されるという野中氏の指摘を実験的に定量評価し

た初めての事例となった。  (酒瀬川 泰孝) 
 

<司会 加藤 鴻介氏のコメント> 

 知識の習得と創造が極めて必要とされるシステム開発において、アジャイルスクラムと称するチームによるアクティ

ブラーニング的な知識サイクル活性化活動の実践の有効性が示された事例報告である。特にICTサービスの提供

品質を高めるために必要な、顧客要望やクレームなどのサービスに対するフィードバック情報をいち早く関連組織と

共有しながら迅速に解決していくために、この新たな試みはあらゆる情報と行動、考え、結果を含む価値観の共有

をとおして組織的に知識創造を促進できうることから、機能すれば有効性の想像は難くない。 

 チームメンバーに必要な、チームワーク、リーダーシップ、ファシリテーション、文書化、顧客志向マインドなどがア

ジャイルスクラムによって増進され、メンバーが仕事を包括的に見る気づきを得て、「正しいことを正しく行えるように

なる」ことは十分納得できるものである。 

 今後のより効果的な開発手法の革新的な変化を予感させる例として、印象的な報告発表であった。（加藤 鴻介） 

 

 

ここから、司会・コメンテータ：植木真理子氏（京都産業大学教授） 

 

◆報告B４：安部博文氏（電気通信大学特任教授） 
テーマ：「UECプログラミング教室のリアルとビョン」 

             司会・コメントの植木真理子氏                   報告者 安部博文氏                                 

<報告概要> 

第20回年次大会のテーマは「AIと人との価値共創は可能か：  

加速する企業イノベーションとナレッジ・マネジメントの課題」である。Bトラック報告4は大会テー

マと連動する意図を持って用意した内容である。実践と理論に報告。 

・AI＝人工知能の基礎には，アルゴリズムやプログラミング他の多くの知がある。ここではその中

のプログラミング知に焦点を当てた。実践事例として，経験者が初心者にプログラミング知を伝える

プログラミング教室を事例に取り上げた。理論の面では，基本的なSECIモデルでプログラミング知の

伝承フローを見ることによって，SECIモデルの現実的な効用と課題を挙げた。効用としては，授業の



効果を上げるための気づきが得られること，課題としては共同化の定義（同じ場の人と人）の拡張を

挙げた。 

さらにAI時代のSECIモデルという問題意識を挙げた。共同化の定義として，人と人に加えコンピュ

ータと人もあるのではないかと問題提起した。(安部 博文) 
 

<司会植木真理子氏コメント>  

現在までのところ、SECIモデルの実践が次世代のイノベーションを推進していく上で、ある一定の評価がなされ

ている。さらに、AIの発展により、人とコンピュータが協働し、新たな価値を創出していくという点で、SECIモデルの

新たな解釈を見出すことが可能になった。具体的には、人とコンピュータがどのように共同化すると、より異質のユニ

ークな知が生み出されるのかというメカニズムやプロセスを比較分析してみるのも効果的でないかと思われる。 

本報告が示唆するように、プログラミング技術や創造力の高い高度専門家の排出が期待される。 

(植木真理子) 

 

◆報告B５：齋藤稔氏（KM学会会員） 

テーマ：「機械の知とナレッジマネジメント」 
 

  

               (齋藤 稔氏) 

<報告概要> 

産業の変遷と共に、そこで生まれ活用される知／知を扱うスタイルは変わってきた。「機械の知」が様々な分野／

場面で使われるようになってきており、「機械の知」に対する評価／反応も様々である。そのような状況の中で「機械

の知」をどのように扱えば良いかを考察する。 

「イノベーションは知識創造プロセスである」という知識ベース企業観に立ち、SECIモデルでの「機械の知」の扱

いを試みる。 

「機械の知」への期待が高いのは、SECIモデルでの連結化(Combination)の象限である。「機械の知」は知の連結

化を高速にし、連結される知を増加させる。「機械の知」はSECIのスパイラルを早く、強く回すことができる。 

 「機械の知」を活用するためには、その特徴を理解して「機械の知」を扱い、「機械の知」と付き合うことが肝要であ

る。  

 「機械の知」と対比することで改めて人間の知を考えることと共に、新しい時代に相応しいナレッジマネジメントの

探求を提言した。(齋藤 稔) 

 

<司会 植木真理子氏コメント>  

本報告では、機械の知と人間の知を対比することで、AIの効果的な活用を提示した点で貢献度が高い。つまり、



従来よりもイノベーションのスピードが速くなるほか、人間が働く上での付加価値向上やルーチン業務を削減すると

いう点で、機械の知と人間の知の共生の取り組みは、今後大いに期待される。(植木 真理子) 

 

◆報告B６：塚田 修氏（関東学院大学客員研究員） 

テーマ：「グローバル化を支える技術移転の在り方に関する研究－ブラジル
自動車産業における日本式経営システムのケース」 

         (塚田 修氏)        

<報告概要> 

本研究は、平成 25 年度(2013 年度)科研費基盤研究(B)「グローバル化を支える技術移転の在り方に関する研究」

－自動車産業のブラジル展開―に基づく 4 年間の調査をもとにまとめたものである。ブラジル自動車産業は BRICS

の一角を占め、将来（2020 年頃）、600 万台と極めて重要な市場と期待される。 

ブラジルの自動車産業の、産業基盤を支える部品製造企業であるローカルの Tier 2 企業にどの程度、日本式生

産システムが理解され、実践されているかをアンケート調査により分析した。日本式生産システムは、特に資源の乏

しい新興国企業に有効であるが、継続的に実践されないとその効力を発揮できない。調査の結果、ローカル企業

では、「カイゼン」や「自主性の尊重」の継続的実践に課題があることが示された。これらを解決するためには、価値

観の伝搬、経営マインドセットの変化、そして、仕組みの構築が必要なことを考察した。(塚田 修) 

 

<司会の植木真里子氏コメント>  

本報告により、技術の国際移転は現地への長期的な経営展開を目指すために、いかに現地の人材や能力

を活用すべきなのかが重要なポイントになる。 

 すなわち、新興国において技術を定着させるには、カイゼンや自主性を尊重する組織学習の基盤を確立す

る上での価値観の伝搬、経営マインドセット、仕組みの構築が不可欠となる。 

 今後はリバースイノベーションといった途上国初のイノベーションの国際展開という新たな視点も必要になっ

ていくと思われる。(植木真理子) 

 

▼ Ｂトラック会場での報告はこれで終了 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

●お詫びと訂正 
Ｂトラック報告Ｂ5のタイトルを間違って掲載していました。６月８日に正しく訂正しました。齋藤氏及び
皆様にご迷惑をおかけしましたこと深くお詫びいたします。（編集者 松本優） 

--------------------------------------------------------------------------------- 



会場：進一層館ホール( Ｂトラックの人と合流) 

◆大会報告の総括 

１７時ごろＢ会場の人も進一層館ホールに戻り、閉会の前に、午後の部の報告がＡＢ両トラックに分かれたのでＡＢ

両トラックの状況を司会者より概要を報告してもらい情報を共有した。 

●この時の司会者よりの概要報告（司会者3名が簡単に報告）の内容についてはこの詳細報告書ではＡＢトラックの

個々の報告を見ていただけばいいので省略させていただきます。 

   

Aトラック司会の大西氏         Bトラック前半司会の加藤氏       Bトラック後半司会の植木氏 

 

◆閉会の挨拶 久米克彦氏（本学会新理事長） 

そして最後に司会者より、本日の会員総会で発表され満場一致で承認された新理事長の久米克彦氏が指名され

閉会の挨拶をされました。 

初めに大会を準備していただいた

関係者の皆さんにお礼を述べた後、

今回の花堂会長、久米理事長の

体制になった経緯、森田松太郎前

会長がなくなられた後会長の席が

空席になっていて会長のいない学

会だったのが今回是正されてよか

ったという話。 

更に花堂新会長からどうしたら学

会の存在意義を高められるか考え

ろとの大変なへんな宿題をおおせ

つかっています。これからは会員

志向でホームページの充実等いろ

いろ考えたい。また、来年２月で当学会は創立２０周年（平成１０年２月設立）になるのでいろいろ見直し、どうしたら

学会の存在意義を高められるか、改善していかねばならないと思っています。皆様これからもどうぞよろしくご指導

ご鞭撻をお願いします。と締められました。 

 

●久米新理事長のご挨拶はメルマカ５月号の本誌の巻頭に詳しく掲載されています。（編集者松本優） 



◆レセプション（会場進一層館交流ロビー） 

大会終了後、東京経済大学理事長の岩本繁氏も参加されて、進一層館交流ロビーでレセプションが行われま

した。岩本繁氏は少し前まで当学会の評議員をしていただいていました。冒頭のご挨拶では当学会に対し

て激励とアドバイスなど戴きました。 

  

東京経済大学岩本繁理事長のご挨拶 

▼以下懇親会の様子です。司会は地元の植木先生〈この時点では新専務理事〉 

     花堂会長挨拶         久米理事長乾杯      司会の植木専務理事 

  

 

 

 

 

 

 

 

                      伊藤 武志新理事     筒井 真理子新理事 

    

 

 

 

 

 

 

 植木美知瑠さん     田原祐子さん     町井美也子さん    ハイタッチの八田さん 



                 塚田修さん   

        最後は大倉喜八郎氏の写真の前で全員で記念写真 

------------------- 

●この報告書作成に当たり、概要報告を執筆して頂いた方（文章の後ろにカッコ書きで名前を書いてあります） 
*午前の基調講演、特別講演は田中孝司氏 *午前のパネルと午後のパネルＡは山崎秀夫氏、*パネルＢは矢澤洋
一氏と河田卓氏 、*Ａトラックの２報告は発表者+大西幹弘氏、*Ｂトラックの前半は発表者+加藤鴻介氏、*後半を
発表者+植木真理子氏が担当してくれました。*写真は大部分松本ですがＢトラックは安部博文氏に全面的にお願
いしました。*総合編集はメルマが編集長の松本優です。 ご協力ありがとうございました。 


