
◆「日本ナレッジ・マネジメント学会第 18 回年次大会の詳細報告」

基調講演・特別講演の報告：本学会理事 植木英雄

A トラック 発表①②③の報告：本学会専務理事 大西幹弘

A トラック パネルの報告：本学会専務理事 山崎秀夫

B トラック発表①②③④の報告:金沢工業大学教授 加藤鴻介

     B トラックワーク ショップの報告：本学会理事 進 博夫

        写真挿入と全体の編集:本学会理事 松本 優

日本ナレッジ・マネジメント学会は 3 月 21 日、東京・神田の専修大

学神田キャンパスにおいて、「新インターネット時代（クラウド、ビッ

グデータ、IoT/IoE）の望ましい集合知とは ―人と機械の複合知の協創

―」をテーマに第 18 期年次大会（大会実行委員長小沢一郎専修大学教

授）を開催しました。基調講演に、日本でいち早く集合知の有意性を説

いてきた東大名誉教授、東京経済大学教授の西垣通氏、特別講演に、建

設機械のIOT化で世界をリードしているコマツ取締役兼常務執行役員の

黒本和憲氏を迎え、午前 9 時半から午後 5 時まで、集中した議論を繰り

広げました。この日の参加者は、事務局調べで 100 人を超え、会場とな

った専修大学の教室は、熱気に包まれました。

本大会のプログラム委員長である植木英雄理事の総合司会で開会さ

れ、まず花堂理事長の開会の挨拶、続いて専修大学教授の小沢一郎大

会実行委員長が挨拶をされました。次に、植木大会プログラム委員長

より本大会プログラムの趣旨説明があり、午前・午後の大会プログラ

ムの運営等についても詳しい紹介がされました。

(植木英雄プログラム委員長が総合司会)

（花堂 靖仁 理事長開会の挨拶）              （小沢 一郎 大会実行委員長の挨拶）

(専修大学神田キャンパス)
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▼午前の部は当初のプログラムと順番が入れ替わりましたが最初にコマツの黒本 和憲氏が特別講演を行ない、

次いで東京経済大学の西垣 通教授が基調講演を行いました。午前の司会は植木英雄理事が担当。

以下司会者に受け持ちのパートの概要報告・コメントをお願いいたしました。（写真は編集者松本が挿入）

◆午前の2講演の報告とコメント
司会:本学会理事 植木英雄

◇特別講演 「コマツの建設鉱山機械における M2M/IOT のとりくみ」
講師：黒本 和憲氏 (株)コマツ取締役(兼)常務執行役員(ICT ソリューション本部長)

黒本和憲氏は、コマツが従来の建設機械メーカーか

ら、ICTの革新技術、特に M2Mを活用して、顧客価値

を高める製造業のサービス化を含む新しいビジネス

モデルに進化する変遷について講演されました。

特に、コマツ機械稼働管理システム（KOMTRAX）の

仕組みについて、スライド資料や DVD映像で分かり易

く説明され、鉱山における顧客との価値協創について、

コマツウェイの原点を踏まえて解説されました。

                                           

（黒本 和憲氏）

コマツウェイの展開では、近年ブランドマネジメント（ＢＭ）の基本概念とツールを拡充して、顧

客関係性を深化させており、ダントツ商品開発からアフターサービス、ソリューション、コンサルま

でのダントツな価値連鎖能力を高めています。

コマツの IoT を深化させたＢＭの展開は、まさに人と機械の複合知の協創に関する実践であり、今

後の製造企業の技術・環境変化への適応のモデルとして非常に示唆に富む特別講演になりました。

黒本氏の講演では、本大会テーマに関連する最先端の実践知について事例を交えて分かり易く解説

して頂きました。また、深い含蓄のある講演内容について豊富な資料を交えて効率よく話されました

ので、３名の質問にも要領良く丁寧に解説をして頂きました。

(黒本氏 講演時の会場の様子と質問の様子)



◆基調講演「ネット集合知の可能性」
講師：西垣通氏 （東京大学名誉教授、東京経済大学教授）

西垣通教授は、客観知、主観知、暗黙知，身体知など知の概念を概説した上で、多様な「集合知」の事

例を挙げてボトムアップの集合知の集団平均値は誤差が小さいこと、単純な集合知の定理として推定の多

様性が肝心なことなどの理論的な根拠を統計数理学的に解説されました。

また、複雑な問題への集合知の活用について多様性を利用した正解の探索が有効であること、衆知を熟

議で集める際に客観的な評価基準が必要な

ことなど示唆に富む話をされました。

さらに基礎情報学の視点から、アローの不

可能性定理を回避してネット集合知は活用

可能か、という課題を提示されて、正解の無

い問題への集合知の適用について、功利主義、

自由主義、共同体主義のそれぞれについてそ

の限界に触れながら、それらを統合した集合

知による民主主義の課題について講演され

ました。西垣教授は、意思決定における集団

の規模別の効用関数、人権尊重（制約条件）、

共通善（選択肢）などを包含する評価基準と

して、Ｎ－ＬＵＣモデルを提示されました。        （西垣 通 氏）

西垣教授の講演は、理工学系の知の思索に基づいており、社会科学系の研究方法論や思索に偏りがちな

多くの聴衆にとって、左右の頭脳の機能を連結させて新たな集合知論議を活性化していく課題を提起して

くれたと思います。

但し、『集合知とは何か』の著書を読まれた多くの参加者にとっては、今回の大会プログラムとの関連

で「人間・機械複合系のつくる知」についての補足コメントをお聞きしたいところでしたが、講師の要望

で質疑無しの１時間の基調講演となりました。

                         ( 西垣氏 講演時の会場の様子)

会場の参加者は、黒本氏の特別講演「コマツの M2M / IoT」の実践知と西垣教授の多様な集合知の概念

や定理に触れた「新ネット時代の集合知―人と機械の複合知の協創―」の論議について、左右の頭脳のネ

ットワークを連結させて今後の研究課題として取り組んでいく必要があることを認識されたと思います。



******************************* 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。 (この部分編集者松本)

*******************************************************************************

▼午後の部はＡトラックとＢトラックの 2 会場に分かれて開催されました。名城大学教授の大西幹弘氏

が司会・コメンテーターを務めたＡトラックでは、プライスウォータハウスクーパースマーバルパートナ

ーズ(株)山口博氏の「Ｍ＆Ａ・組織再編成の成否を握る社内ＳＮＳ」など３報告の後、当学会専務理事、

山崎秀夫氏の司会で、「新しいインターネット（クラウド、ビッグデータ、IoT／IoＥ）の展開」と題する

パネルディスカッションが行われました。 一方Ｂトラックは、金沢工業大学教授の加藤鴻介氏の司会・コ

メンテーターにより、日本経済研究所西田陽介氏の「顧客の知と価値意識 -ものづくりのイノベーション

を考える-」をはじめ 4報告があり、最後に本学会の進博夫氏の司会により「組織変革実践研究ワークショ

ップ」が開かれ、組織変革研究部会でファシリテーターを務めているエーザイ知創部高山千弘氏による、

「ナレッジクリエーションのためのワークショップ」の一部がその場で公開、実演されました。

◆Aトラック3報告の概要とコメント
         司会・コメンテータ： 本学会専務理事 大西 幹弘

◇報告 1「M&A・組織再編の成否を握る社内 SNS」

報告者 山口 博 （プライスウォータハウスクーパースマーバルパートナーズ（株）ディレクター）

山口報告は企業の合併・買収後の組織再編に際し、課題となるアラインメント（変化に対応できる柔軟

性や異なる方針等への受容力、自律性）、スキルや行動（新たに必要となるスキル、行動力の獲得や伸展）、

マインド（志気や組織力）の育成と涵養に、社内 SNS の導入・活用が極めて有効であることを、製造業・

金融業・IT業界の事例分析を踏まえつつ説得的に展開する内容であった。3 つの課題への社内 SNS による

対応は、アラインメントに対して懸念解消ダイ

アログによる納得レベルとモチベーションの

向上、スキルや行動に対してリソースマネジメ

ントによるスキル・経験レベルの質・量両面に

おけるギャップの把握と解消、マインドに対し

て演習・事例研究による変革とエンカレッジメ

ントがそれぞれ対置されている。

M&Aを成功に導くためには M&A 後の組織

再編の成否が鍵となるが、その組織再編の新し

いツールとしての社内 SNS の積極的活用は、

極めてイノヴェーティヴな取り組みとして大

いに評価できるものと思われる。

                              (山口 博氏)



◇報告 2「組織変革のためのエンタープライズ・ソーシャル」

報告者 小石 裕介 （（株）Beat Communication ソーシャルメディア部会長）

小石報告はエンタープライズ・ソーシャルすなわち社内 SNS の動向、SNS の登場と進化によるメディ

アの性質変化、および社内 SNS の今後の展望を、豊富なデータと事例に基づき体系的に論じた興味溢れる

報告であった。

まず電話・Eメールと異なる社内 SNSの定義から入り、発信・検索・協業という社内 SNS の活用シー

ンの説明、社内 SNS 導入目的の調査結果お

よび管理職への意識調査結果の紹介、更に社

内 SNS市場規模予測へと進み、chatter, Beat 
Shuffle, Yammer, slack といった代表的な

社内ソーシャルメディアが紹介された。次に

メディアの性質変化では、同じコンテンツが

メディアの違いで異なって表現される点や

距離感・自己開示レベルの使用メディアによ

る相違、Facebook, Twitter, LINE, YouTube
での投稿文字数や視聴時間の相違が論じら

れ、最後に今後の展望として従来のストック

型 SNS にフロー情報を扱うメッセージング

SNS が加わっていく点やウェアラブル端末

の可能性についても論及された。              （小石祐介氏）

報告後の Q&A において SNS の利用人口がマクロ的には億人単位と爆発的に増加しているものの、実効

的な利用範囲は 10 人程度の小集団に限定されているとの示唆があり、SNS のメディア特性を示すものと

して筆者には興味深かった。

◇報告 3「デジタルネイティブの情報化社会分析（情報化性・同期性・同場性）－公文俊平先生の S

字理論からの展開－」

報告者 小門 裕幸（法政大学 教授）、酒井 勇也（法政大学キャリアデザイン学部）

酒井報告は情報化社会の発展プロセスを情報

化性、同期性、同場性という 3 つの時空間概念

を基軸として分析・展望するという壮大な試み

の報告であった。幾つかの先行諸研究の紹介の

後、生産機械の出現・突破・成熟・衰退からな

る第一次産業化、消費機械についての第二次産

業化、生活機械に関する第三次産業化が論じら

れ、スマートフォンの登場する第三次産業化で

は互いに知覚可能な範囲である同場性の拡大が

見られるとする。またデジタルネイティブの出

現は公文の言う智民の登場を意味するかもしれ

ないとし、情報化の性格も手段としての便益的

情報化から目的としての非便益的情報化へと移行したとする。    (酒井 勇也氏)



なお、この酒井報告に先立ち指導教員である小門氏から酒井報告についての論点解説、および「ナレッ

ジエコノミーとネット社会 －シリコンバレーからの視点－」と題す

るプレゼンテーションが行われた。

筆者としては酒井報告のスケールの大きさには敬意を表したいと考

える。ただ「第一次産業化」のような産業構造論で定着している用語

の使用については入念な配慮が求められるものと考える。また便益性

のコンセプトについては profitable であるのか useful であるのか明

確な定義が求められるように思われる。

(小門 裕幸氏)

◆Aトラック【パネルディスカッション】の報告とコメント
本学会専務理事 山崎 秀夫           

テーマ「新しいインターネット（クラウド、ビッグデータ、IoT／IoＥ）
の展開」

司会：山崎秀夫氏 本学会専務理事

パネラー： 山崎秀夫氏 （（株）Beat Communication 顧問 ）

    中村忠雄 氏 （ダッソーシステムズ(株) シニア B. E・コンサルタント）

荻原 剛 氏 （オムロンヘルスケア（株）デザインコミュニケーション部デザイナー ）

◇報告 1 「人類史から見た新しいインターネット（クラウド、ビッグデータ、 IoT／IoＥの位置づけ」

報告者： 山崎 秀夫氏（株）Beat Communication 顧問）

昨今の新しいインターネット（クラウド、ビッグデータ、 IoT／IoＥの動きを第三次産業革命の始まり

と位置付け、進化系人類学や進化系心理学、メディア論の観点から、その意義を考察したものである。現

生人類（ホモサピエンス）の存在を 10 万年前のバンドの群れにおける特徴である「道具」「火」「二足歩行」

「頭脳」「集団生活と言語」の観点から従来の産業革命を以下のように分析している。

人類の創造性獲得には「集団生活」における社会脳仮説、性淘汰仮説、二足歩行仮説の諸説がある。ま

たグーテンベルグの活版印刷術による「集団生活と言語（コミュニケーション）の再発明」は書物をもた

らし、登場した自由な市民は「火の再発明」（電力ネットワークや蒸気機関）、更に「道具の再発明」（自動

機械の登場）をもたらした。今また新しいインターネット（「集団生活と言語」の再発明）により、「火の

再発明」（新しいエネルギー管理、再生可能エネル

ギー利用）や「道具の再発明（インターネットに繋

がった機械やモノ、自動運転や AI など）」、二足歩

行の視点からは「二足歩行の再発明」としてのウエ

アアラブルへと進んでいる。

「集団生活と言語」の再発明の観点からは機械の

コミュニケーションへの参加などが齎されている

と述べている。また市民の自由は更に強化され、生

産消費者や雇われない働き方のフリーランス、ミニ

企業家の割合が増え、組織内でも雇われ感の払しょ

くや自己表現、多様性が重視される時代になってい

る。それが第三次産業革命の特徴。                                ( 山崎 秀夫氏)



◇報告 2 「欧米で進むバーチャル製品開発」

報告者：中村 忠雄 氏 （ダッソーシステムズ(株) シニア B. E・コンサルタント）

当初 15 人で開始されたダッソーシステムズ

(株)（マルセル・ダッソー氏が創業したミラージ

ュ戦闘機で有名な航空機会社の元ＩＴ部門）は、

現在、一万一千人を超えている。その中核には 3

Ｄコンピュータグラフィックスによる伝統ある

ＣＡＤシステムのカチア（CATIA）がある。しか

しダッソーシステムズは「機械の知を極限まで

活用した 3Dエクスペリエンス企業」として企業

や個人にバーチャル・ユニバースを提供するこ

とで持続可能なイノベーションを提唱している。

中村氏の発表自体は動画を多用した興味深いも

のとなった。                        (中村 忠雄氏)

従来の 3 次元 CAD ソフトウェアを超え、繋がりのある世界を創造しているダッソーシステムズの真骨頂

は、CADデータを活用した様々なシミュレーションである。（あたかも仮想社会サービスやゲームのような

シミュレーション）例えば自動車や航空機の実際の運航のシミュレーション、自動車のデモでは様々な設

計パラメーターを変更したアニメーションを自動作成して評価している。（転覆やスリップ事故のリスク評

価など）またマーケティングにおいてはホログラムや拡張現実の手法により、未だ完成していない車のイ

メージを観客に示す手法も素晴らしい。この手法はトレーニングにも有効である。欧米では多くのメーカ

ーが使用している。一方ダッソーシステムズは徹底した企業内 SNS を活用しており、国境を越えた社内集

合知の活用も素晴らしく、機械の知を社員の集合知が支えている感がある。機械の知と社員の知を共創さ

せたやり方であり、日本企業もここまで徹底したやり方を取っているところは少なく、大いに学ぶべき点

があると感じた次第である。

  

◇報告 3 テーマ 「オムロンのウエルネスリンクは何をもたらすか」

報告者：荻原 剛 氏 （オムロンヘルスケア（株）デザインコミュニケーション部デザイナー）

オムロンヘルスケア（株）は 2011 年からウエルネスリンクを活用した万歩計や体重計、血圧系などをイ

ンターネットに接続したウエルネスリンクを開発し、

事業所や一般顧客にサービスしている。また病院との

連携はメディカルリンクを活用している。IoT やウエ

アラブルが本格的に立ち上がる前から同社は、様々な

健康機器をインターネット接続しており、クラウドサ

ービスやビッグデータ IoTと言われる領域の数少ない

国内のパイオニア企業の一つである。

発表では時系列での血圧測定の事例や季節変動に伴

う地域温度変化、それに伴う血圧天気図などが示され、

非常に興味ある内容であった。様々な人々が定期的に

測定している血圧データを集合知として集め、それを

機械の知であるビッグデータにより分析しているものである。        (荻原 剛 氏)



更に万歩計など人が恒常的に持ち歩くウエアラブル機器が中心となる時代になれば、恒常的にヘルスケ

アデータが個々の消費者から上がってくる可能性が高い。（それも分刻みなど）国内家電メーカーの一部で

もスマートウオッチなどを開発してヘルスケアサービスに出ようとしているが、まだまだ機器中心の「モ

ノ支配論理」でしかない。オムロンヘルスケアの荻原氏のような「機器販売ではなくヘルスケア事業であ

る」と言うインターネットのサービスと一体化した「サービス支配論理」重視のアプローチでないと 2015
年 4 月から発売されるアップルウオッチなどには対抗できないだろうと思われる。機器の上に多様なサー

ビスの森を築きあげるサービス支配論理の代表例であり、特別講演をお願いしたコマツに勝るとも劣らな

い内容であった。

◆Bトラック４報告の概要とコメント
金沢工業大学 経営情報学部教授 Ph.D.(Eng.) 加藤 鴻介   

◇報告 1 顧客の集合知と価値創出～ものづくりのイノベーションの

一考察～

報告者： 西田 陽介氏 (株式会社日本経済研究所)

近年、モノはすでに十分供給される日本の社会では、企業は製造販売商品の価格競争に陥りがちである。

商品の価値を高めるためには、その商品を利活用することで生まれる消費者にとっても価値を高めること

にほかならず、商品の利用者たちが情報交換し知識共有する場としてのプラットフォームの存在が有効で

あるとしている。

本報告で例示されたスポーツシューズを商品とした場合、ランニングを趣味あるいは健康志向を超えて、

マラソン大会完走、サブ 4（フルマラソン４時間完走)、10 ㎞楽しく仲間と走る、週一回走る、などの自己

実現目標を持つ消費者を対象とし、その目標達成を支援するコミュニティープラットフォームを SNS やメ

ーカー提供のウェブ環境で提供する。このプラッ

トフォーム上では、同じ目標をもつ人たちである

コミュニティーメンバーが、サブ４に向けた練習

方法やランニングシューズの評価などのような、

ランニングに関するさまざまな情報、意見、質疑

応答などの経験知を集合知として共有すること

が個人の目的遂行を促進できる有効性を持つよ

うになる。シューズメーカーはランニングに関す

るイベント紹介や有益な情報をサービスとして

無償提供するが、コミュニティーメンバーがその

メーカーの商品を選択購入する結果につながっ

ていることが確認されているようである。          (西田 陽介氏)
このようなコミュニティープラットフォームでの集合知による、情報・知識交換の活性化状態である「地

熱」の高まりがメンバーのプラットフォームへの帰属意識を高め、さらに継続的なコミュニティー活動と

なり、参加企業にとっても商品販売促進に加えて、商品開発情報入手や商品評価に関するさまざまなビジ

ネス機会にとって有意義なものになりうると思われる。集合知を扱うプラットフォームにより、各種ステ

ークホルダーにとって WIN-WINの関係を構築できると言えよう。更に、将来的には商品の提供企業がそ

の事業範囲を関連サービスや消費者の真の要求に対応するソリューションビジネスの創造に繋げる糸口に

なりうるかも知れない。



◇報告 2 KM による 0 から∞の創造 ~IBM における Learning & KM の実践~

  報告者：鹽野 敬彦氏(SHIINO Yoshihiko) (日本アイ・ビー・エム株式会社 Learning, knowledge & 

Professional Development マネジャー)

本報告では、IBM 社におけるすでに永く組織に定着してきている KM の実践内容について過去と現在及

び最先端技術動向を踏まえた未来の姿について大変刺激的な濃い内容の説明がなされた。

各部門それぞれが KM（同社では Learning & Knowledge Managementと称している）を実践している

が、その中でも同社の Global Business Service
部門においては、13000 人のプロフェッショナル

社員が各人が必要とする 134 の分野の協同コミ

ュニティー(collaborative communities)のいく

つかに所属している。このコミュニティーの仕組

みは、蓄積共有活用される 5 つの機能や情報知識

構成要素で成り立つが、それらは多くの知識共有

の機能と創造活動を支援促進しているため、社員

は必要な時にいつでも必要な情報知識を発見で

き、自分の知識をコミュニティーで共有してもら

い、常に同じコミュニティーの仲間と接触したり

新たなメンバーを知ることもできる。

                               (鹽野 敬彦氏)

しかし従来のこの仕組みは、知識の効率的な獲得、展開には効果があるが、閉鎖的な環境で管理型の運

用をしている。内容的にも論理思考ベースであり、利用も一般に一話完結型の特徴を持ち、コミュニティ

ー内は教えことと、伝えることの固定的な授受の関係となっている。システムは利用しやすいようにタグ

ベースの静的なアイテム検索支援機能を持ち、ITによる効率性の追求を重ねてきたものである。

一方、最新の IT動向の中から特に、3D Printing、Digital Business、Video-enabled Business、Affective 
Computingが注目されるが、さらにすべての機器がネットワークで有機的につながり利用できる

IoT(Internet of Things)は L&KM にとっても非常に大きな変化やインパクトを与えると考えられる。たと

えば、航空機パイロットがリアルタイムの火葬炉混雑状況、天候情報を追加で得ることで、燃料消費量予

測や最適航行判断がより可能になる。これは、Human Intelligence により創造された知を Machine 
Intelligence により拡張している、と言える。

他方、社員の知識レベルを高めるための Learning 活動の仕組みでも SNS の社内への利用拡大により、

組織横断性や利用範囲および表現形式の自由度が高くなってきた。ビジネス上の必要な学習の理解と学習

効果を高めるために、ストーリーテリングのトレーニング、行動規範に即した成功事例投稿集、写真コン

テストが行われるようになった。もちろん、社員は十分な活用が求められる。

更に、大知能システムとも言うべき Watson の利用可能例として望む食事を本人の嗜好だけではなく、

健康上好ましい材料も考慮した理想的なレシピを作り出すような、Machine Intelligence により過去の膨

大な情報をもとにして創造された知と漠然とした要望を含む Human Intelligence が、協創している形がこ

れからの KM の主要な形態になることが示唆される。

当発表から改めての考えさせられたことは、人と機械の複合知は協創されてとてつもなく大きな力を持

つことが予測される一方、真にその複合知をマネージすべき人間はますます健全な主体性を維持発展する

ことが望まれよう。そのためには、多くの良質な情報源やコミュニティーをとおして物事の本質を追究し

つつ、良識ある判断ができるように努力すべきではないだろうか。



◇報告 3.警備業における障害者の戦力化 ～ＳＥＣＩモデル考察～

報告者：岩崎 龍太郎氏 (法政大大学大学院政策創造研究科 坂本光司研究室 博士後期課程)

本報告では、6 支店ある人的警備業者（機械によらない警備）である事例企業（株式会社サンプラスワ

ン：鹿島市）では、障害者を積極雇用する 2 支店の方があまり雇用していない 4 支店よりも業績が良い。

しかも離職率が低い事実に対して、KM の観点から対照的な二つの支店グループ間の違いの理由を解明し

ようとした。

一般に警備業務は、雇用不安定か過酷な労働環境と低賃金のため、高い離職率、技術継承が困難、非効

率な業務運営の KM の視点からも好ましくない特徴を持つ。現場の警備は手を抜くと大きな人災が発生す

る可能性がある一方、問題がなければ、手を抜くことで利益率や効率向上ができてしまうと錯覚しがちで

もある。

人的警備を行っている６支店における情報知識伝達共有や教育活動を SECI モデルのサイクルに対応し

て開発された１７の設問調査項目に基づき、２

００４年から２００８年までの期間を３段階

に分けたインタビュー調査の結果、SECI モデ

ルの各サイクル毎に見た現場の活動状況には、

二つの支店グループ間で明確な差異が認めら

れた。好業績の支店では、社員間の適切な教育

やトラブル対応により高い品質の警備業務を

顧客に提供することで、他支店よりも高い契約

単価を実現していた。特に支店長をはじめとす

るベテラン社員による親身な若年・非健常社員

に対する十分な支援が大きな効果を生み出し

たのである。                                    (岩崎 龍太郎氏)
結論として、この差異を生み出したフロネティック・リーダーとしての経営者の存在と、非健常者を含

む社員の多様性が有効であるとしている。

これは、経営視点からも大いに示唆に富んだ内容であり、警備事業に限らず人材を重要なビジネス資源

としている多くの業種企業にも当てはまると考えられる。また、その背景要因として、事業の競合度が高

い地域においては、社員の業務遂行品質を高める必要があるため、組織員全員の知識レベルを高めるため

の業務知識の表出化と共有化をはじめとする努力工夫が十分なされたことと、誠実に仕事に取り組もうと

する非健常者に対する顧客を含む関係者による思いやりと信頼の醸成なされたことが、支店間の業績と離

職率の差異原因として推測される。

◇報告 4.大学におけるベンチャー支援と教育活動を知識創造理論の視点で分析する

報告者：安部 博文氏 （電気通信大学 産学官連携センター 特任教授 博士（経済学））

野中・竹内両先生による知識創造企業が世に出てから２０年。海外でも高い評価を得ている知識創造

理論である SECI モデルについて、理論的側面ではなく実務実践面（大学でのベンチャー支援と教育活

動）での有効性を分析した報告である。



報告者の勤務する電気通信大学の産学連携

センター・ベンチャー支援部門の活動を対象に、

活動（プロジェクト）成功要因とも考えられる、

ベンチャー支援部門がイノベーションの創出

の場となるための興味深い内容の創造がなさ

れているかどうかを、SECI モデルの実行度に

よって検証した。調査は、プロジェクト活動の

方向性意思決定を、①ベンチャー支援活動、②

ベンチャー教育活動、③プロジェクト活動、の

各活動に分けてそれぞれに以下の設問に対し

て５，３，１の評価レベルを報告者によって選

択する方式によって行なわれた。             ( 安部 博文氏)

SECI モデルに対応する用意された設問は、S:「自ら現場に足を運び人と相対して会話しているか」、

E: 「自分が得た知を人に伝えるため文書化しているか」、C: 「プロジェクトのメンバーが現状を共有し

ているか」、I: 「動機善なりしや。プロセス善なりしや。私心なかりしか」、である。このうち、I の設

問は京セラ元社長の稲森氏の語録である。

評価点は、①、②が共に８０点、③が９０点となったが、③が高かった理由としてプロジェクトのグ

ループが知を深化・増幅したものと分析している。                          
このように教育事業の実践プロジェクト環境においても、組織の知識創造を含む知的活動の活発度を

SECI モデルに基づく評価指標によって検証した実例として、他の類似活動を評価・促進する際にも大い

に参考になるものと思われる。

◆パネル討論会「組織変革実践研究のワークショップ」の報告とコメント
司会：本学会理事 進 博夫

ナレッジ・クリエーションのための対話

高山千弘氏（エーザイ（株）理事・知創部長）

発表１.組織変革実践：現状と今後①

鳥羽章夫氏（日本郵便（株）新潟営業統括本部課長）

発表2.組織変革実践：現状と今後②

渡邊力氏（（株）新潟関屋自動車学校総務部長兼経理部長）

対話参加者：

長谷川光彦氏（日本リファイン（株）取締役）

前川和也氏（（株）ハートビーツ取締役）

まとめ：高山千弘氏（本学会「組織変革実践研究部会」部会長）

本ワークショップは、高山部会長の下、2013年に企業メンバー６社で発足し継続している「組織変革実

践研究部会」の報告である。本研究部会は、野中郁次郎一橋大学名誉教授の「知識創造理論」に基づき、

高山部会長がエーザイで実践する知識創造企業を目指す変革の方法論を外部企業に適用実践し、その有効

性を確認するものである。これまでにも学会の年次大会や国際シンポジウムの場を借りて成果発表させて



頂いた。今回は部会会合で行われているワークショップを、短時間ではあるが年次大会の場で実践し、会

場の皆さんに共有して頂くという趣旨で行われた。

ワークショップでは昨年１２月の国際シンポジウムに欠席した新潟の２社が、プレゼンと高山部会長と

のセッション、続いて東京の２社による口頭での報告と高山部会長とのセッションを行った。

高山部会長が具体的なポイントに関する問いかけと回答を繰り返し、本質的考え方を引き出し、それにつ

いての理論的裏付けを明確化するコーチングにより、企業メンバーの実践知か整理されつつ引き出される

様子は、会場におられた方々にはある意味驚きとしてしっかり伝わったのではなかろうか。限られた紙面

で臨場感を持ってその様子をお伝え出来ないのが残念であるが、下線部は高山部会長によって引き出され

た部分、或いは再確認された部分である。

◇第１報告：鳥羽 章夫氏（ 日本郵便（株） 新潟中央郵便局 新潟営業統括本部 課長）

活動開始時は、民営化時制定の企業理念に皆無関心であった。部内で理念の意味を考え場を提供し理念

浸透を図った。自らは客の立場で共に解決策を考え、中断中の大型案件獲得に成功。

２０１４年に入ると、異動上司による浸透活動、女性部会で仕事の意義から理念を考える場創り等、浸

透活動が拡大。１０月の大きなクレーム事故の際、原因を個人に帰せず組織問題として話し合える職場と

なった。新大型案件も獲得。昨年の案件で SECIを繰り

返し追加案件も取れた。 SECI を回すと取れる！こと

がわかった。

特筆すべきは新人による大型案件獲得の大成果であ

る。コミュニケーションに難ある新人女子社員を一年

近く客先同行（野中先生の云われる共同化徒弟制度）

したが、ある時客の福祉関係の話に反応、自ら動き客

の求める授産施設のパートナー企業を探し出して成約

出来たのである。

        (鳥羽 章夫氏)

自らは新しい試みとして、ある政党の集団的自衛権に関するスローガンから、是

非は抜きにして、このような全員に関わる課題について、普段殆どない市民が話し

合う場創り（理念に通じる社会貢献）の呼びかけを葉書で行うことを提案し実現。

一枚の葉書で社会が変わる、かも知れない。

今後は、彼女の事例を他社員に広げていく。また孤立しない仕組み、継続性ある

システムの実現、さらに社会との共同化から社会の変革も可能であろう。

            （高山氏とセッション）

●報告者追記：

日本郵便は２００７年に民営化された超巨大企業であるが、鳥羽氏はその一地域、新潟中央郵便局で法人

営業を担当。現場での知識創造活動を展開し、着実にその成果を蓄積・深耕・拡大している。現場からの

ボトムアップ活動事例として今後の継続性と他地域への波及展開が期待される。鳥羽氏は４月より長野中

央郵便局に栄転、新たな取り組みを実践中である。



◇第２報告：渡邊 力氏（ （株）新潟関屋自動車学校 総務部長兼経理部長）

９０年来、企業理念なしに継続してきた会社で、

まず社長の日頃の言葉から①安心・安全社会②従

業員満足③地域貢献、に関する３項目の理念にま

とめた。承認後も自ら語らない社長に代わり社内

外に語り、対外パンフレット等にも挿入。結果、

理念を語ると発信力が向上し、福利厚生のプログ

ラム提案や新入社員募集、マスコミ対応等での社

外の反応が異なってきた。

外部の好評価から社内への好影響を期待すると

同時に、経営のソフト面整備のため検討中の新人

事制度に理念経営を盛り込み、さらなる浸透を図

る予定である。                         （渡邊 力氏）

また SECI実践例であるが、来校者アンケート・システム（広義の共同化）から、来校しやすさが学校選

択に重要と判明、社内で具体策を検討（表出化）、定期ルート送迎バスに個別送迎を追加し、県の「経営

革新企業」の自動車学校初の認定を受けた。本システム実現には、IT活用と運転業務のアウトソース（他

企業との連結化）が含まれる。合格率が高く事故率の低い当校の教習をより多くの人々に提供し地域貢献

するという、理念につながる新たなビジネスモデルの事例であろう。

さらにタクシー会社や運送事業者の企業研修用に、頭と足にセンサーをつけ、プロの運転技術の見える

化が可能な「オブジェ」システムを導入し好評である。まず連結化から入った事例といえる。

現在、聴覚・身体など障がい者へのアプローチも検討中で、様々な形で共同化を進める予定。

◇口頭報告：長谷川 光彦氏（ 日本リファイン（株） 取締役）

産業界で使用される化学薬品のリサイクル事業に携わる企業で、日本の

他、中国、台湾に進出。中国のものづくりは進んでいるが環境対応は劣る

ため、環境保全に役立つ機器販売を検討中。日台中の３か国に責任者を立

てて機能を集約し現地化する方向で、運営が喫緊の課題。

中国のビジネス立ち上げでクライアントの要求は品質とコスト両立が大

前提、ローカルはコスト安だが低品質。全てのフェーズでコストダウンの

必要。SECI を使う場合、共同化が重要。現地の人に話を聞く。中国事業の

責任者と各機能組織の担当者が現地に入り、入り乱れて共同化（アジャイ

ルスクラム）、およびミドルアップダウンを行うことが一つの鍵となろう。    （長谷川光彦氏）

                          

◇口頭報告：前川和也 （（株）ハートビーツ取締役）

１０年前に設立した電気通信大学発ベンチャーのシステムサーバー運用受

託会社である。最近、新事務所に移り、F2F を嫌う技術者のために、カフェ

バー・スペースを設け、仕事を離れて語りあえる対話の場を創った。また技

術者が客先に行っても話が出来ない。そこで素になってお客と話しあえるア

カウントコーディネータを設けた。彼女が中心になって場を作り、仕事が回

り始めた。

                                                       (前川 和也氏)



◇高山部会長によるまとめ

＜最後に、高山部会長は以下のように理論的裏付けを行いつつワークショップを締めくくられた＞

鳥羽さんは、絵に描いた餅であった崇高な理念の、現場での共同化から始めていった。

渡邊さんは、信念を持って理念を創り、その理念を基に新たなプロジェクトを次々始めている。

長谷川さんは、中国での新しい課題、組織の問題に対し、アジャイルスクラム、或いはミドルアップ＆

ダウンなど、SECIモデルをサポートする組織体の構築という課題にチャレンジ中である。

前川さんは、共感場、対話場、連結場、実践場の

４つの場の重要性に気付き、アカウントコーディネ

ータという、人による場も含め場創りを行っている。

４名は既に賢慮のリーダーにふさわしい。即ち

SECIを回すことが出来、トップでありミドルである。

賢慮のリーダーの役割は、①経営パフォーマンスを

上げる、②ミッションを与える、③組織の賢慮度を

上げる、の３つである。組織の賢慮度を上げるには

場の充実が重要で、４人は結局場を創っているので

ある。場を創ると従業員の賢慮度が上がる、賢慮度

が上がると SECIモデルが回る、それがモチベーショ

ンにつながり、共同化が進むのである。               （髙山 千弘氏）

エーザイのサーベイでも明らかであるが、賢慮を持ったリーダーを如何に多く育成するかが重要である。

組織の賢慮度が上がると結果的に企業の業績も上がる、これが４社の状況といえる。

●報告者後記

２０１３年に高山さん率いる本研究部会で知識創造実践を開始以来、２年間でこれだけの成果が生まれ

た。その成果と可能ならしめた秘密の一端がお分かり頂けたなら幸いである。今回は残念ながら不参加の

ホンダカーズ栃尾の長谷川さんも、これに勝るとも劣らない成果を上げておられる。組織の規模を勘案し

て中小・中堅企業幹部をメンバーとして募集したことも、短期間での成果が明確になった理由であろう。

（鳥羽さんの場合、組織構造に特徴あるボトムアップ事例といえる）

４月には、昨春の来日時に野中理論を実践する本プロジェクトに興味を持った仏リヨン大学の研究者２

人が、本格的リサーチのため再来日するなど、国際的にも関心を呼びつつある。昨年１２月からは高山さ

んの下で新たに大企業メンバーによる研究部会がスタートしている。こちらはさらに大きなイナーシャが

想定される。どのように展開されるか、こちらも興味を持ってご注目頂きたい。

◆閉会行事

以上ですべての発表は終わり、最後は久米副理事長の閉会の挨拶

で終了しました。（写真右）

▼終了後に、キャンパス内の食堂に場所を移し希望者参加で懇

親会がおこなわれました。懇親会は開催校の小沢新理事の挨拶で

始まり、花堂理事長の乾杯の挨拶・音頭で乾杯があり、しばし飲食・

歓談・情報交換タイムに移り、こちらも久米副理事長の中締めで終

わりました。

最期に全員で記念写真を撮りました。その時の様子を少し次頁に写真

で紹介します。



◆懇親会の様子

       （最後に全員そろって記念写真を撮りました。）

▼編集者より:写真については、午後のセッションが AB トラックに分かれたため１人では賄いきれず B トラックの写真
はご自身が発表された報告④以外の大部分を安部博文氏よりご提供いただきました。ありがとうございました。


