
■国際シンポジュウム「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」の詳細報告 
                                 日本ナレッジ・マネジメント学会事務局 

                            (総合編集 当学会理事 松本優) 

2015 年 12 月 5 日 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」が渋谷区代々木のオリンピック

記念青少年総合センター国際会議場で開催されました。 

当日の 様子をそれぞれセッションのモデレーターまたはコメンテーターの方に手分けしてレポート

してもらい 、全体の編集と写真は松本が撮影、挿入しました。その他部分はセッションごとに報告者(レ

ポーター名)を記しております。 

<シンポジウム開催趣旨> ：花堂理事長が開会の挨拶でも述べています。 

  21 世紀に入り 15 年を経過しつつあるなか、一方で、先進国の経済・社会では、前世紀を形作った

産業資本主義社会にＩＴベースの知識共有化を加えてＩｏＴに代表される新たなステージへと歩を進

めている。他方で、新興国は産業資本主義社会の物的生産経済の成果を吸収しつつ先進国へのモノ供給

により新たな富を蓄積してきている。しかし、それらの背後には、経済発展から取り残され資源の収奪

と貧困から抜け出せず苦しむ発展途上の国々がある。 

  富める国、貧しい国さらにその中間にある国のいずれにおいても、不思議に共通するのは、「現在の

状況が将来にわたって継続できないのではないか」という不安に駆られていることである。それが新た

な社会不安の種となり、社会の不安定要因を増幅させつつあることを認識しなければならない。経済の

発展段階を異にした社会が併存し、共存しなければならない時代にあって、国やその連合体、地域社会

やコミュニティー、さらにはそれらを構成する企業とそのステークホルダーといった各組織は、必要な

知識をどのように共有し、新たな知の創造に繋げていくのかが、いま問われ始めている。 

  換言すれば、ナレッジ・マネジメントに関し、ＤＩＫＷ（Data-Information-Knowledge-Wisdom）

モデルとＳＥＣＩ（Socialization-Externalization-Combination-Internalization）モデルの対立を超克

し、それらを 2本の柱として、経済の発展段階ならびに社会ないしその構成単位が自らの存在意義をど

のように、かつどこまで深く自覚しているかに応じて、それぞれの組織にとっていま求められる組織知

の形成と持続に取り組まなければならないのではないのだろうか。 

  この問題意識に立ち、欧米、東アジアおよび日本において、組織に必要な知識の形成と持続に取り

組む関係者が集い、それぞれのＫＭに関する状況と課題を紹介しつつ、相互に認識を深め、それぞれの

組織の課題の解決にＫＭがどのように貢献できるのかについて、意見交換を重ね、今後のＫＭが進むべ

き方向を見出すことを目指し、今回はラウンドテーブル方式による国際シンポジュウムを開催すること

にしました。 

 

（注）ラウンドテーブル方式とは 

シンポジュウムに参加する講演者、コメンテーター、モデレーター等が、原則として、シンポジュウムの開

会から閉会まで 30席前後の円卓に着席し、モデレーターの司会進行により発題と質疑および討議を重ねる会

議方式。一般参加者は、円卓着席者を囲むように外側に着席し、質疑及び討論に参加します。 

(以上 松本優 記) 

 



◆開会の挨拶 花堂 靖仁理事長（日本ナレッジ・マネジメント学会） 

  

開会の挨拶をする花堂理事長        今回のシンポジウムはラウンドテーブル方式で実施 

 

<午前の部> 

◆【基調講演と論点整理】 
◇基調講演 1 「創造の経済と Fintech」 
  山崎  秀夫 氏（日本ナレッジ・マネジメント学会専務理事）  

  

        山崎秀夫氏            山崎氏のスライドより  Fintechとは?  

▼山崎講師から講演の概要をいただきましたのでここに挿入します。(編集者の立場から第 3者的に書い

てくれています) 

★基調講演 1：「創造の経済とフィンテック」 の要約     当学会専務理事 山崎秀夫 

 基調講演 1では山崎秀夫専務理事より「創造の経済とフィンテック」と題して野心的な報告が行われ

た。まず進化人類学、進化心理学、脳科学の知見からホモサピエンスの特徴を①模倣学習と好奇心の塊

としての存在②動物に対抗する為、仲間を増やすネットワーキングとナレッジシェアリングを求める存

在③二足歩行と脳の獲得、自由になった手の進歩により、創造性を発達させ自分たちの姿かたちを絶え

ず変化させる存在と説明した。特に③の創造性に関してはダーウイーンとジェフリー・ミラーの性淘汰

仮説が引用された。次に現在の IoT社会の状況を創造の経済と説明し、リチャード・フロリダの①寛容

性、②タレント③技術の観点から現在を「個の可能性を思い切り引っ張り出し、個が長く生きる一方全

体の個体の数が減少する時代」であり、その結果、多様性が重視され、それを支え、促進する技術が IoT

であると説明した。また産業革命の第四段階である IoT社会への動きからフィンテックを取り上げ、経



済を支える金融に激震が走っていると述べた。発展途上国ケニアにおける民間電子マネーの成功はアフ

リカ、ラテンアメリカ、アジアに飛び火し、インドなどでは早晩、新興国の金融は日本などを凌駕する

と言う予測がなされている点、先進国の金融システムはロンドンの地下鉄のように古ぼけて見え始めて

いる状況、一部の国では現金や ATMが消え始めているとの説明がなされた。(以上 山崎秀夫 記) 

 

★基調講演 1のレポート                 当学会副理事長 久米 克彦 

本講演は 2015 年ダボス会議で提唱されたアウトカム経済に関連して、今なぜ議論のテーマとなって

いるかを説明する意味でも意義のある講演でした。 

これからの社会には創造的経済が不可欠であり、そのためには 3つの観点が必要です。一つには人材

の観点です。これからの社会にはフリーランサーやミニ企業家のような、これまでと違った雇われない

働き方が問われるようになってきているということです。二つには寛容性の観点です。多様性の許容や

人権革命を通じての社会の新しい動き、更に米国の心理学者スティーブン・ピンカーが「暴力の人類史」

で指摘しているような暴力の減少の流れのことです。3つにはムーアの法則が如実に示すような ICTの

累乗的な進化などのテクノロジーの観点があげられます。 

IOTはこれまでの伝統的な製品、サービス、ビジネスモデルを破壊し新たなものを創り上げようとし

ています。その結果産業社会では、人々が多くのアイディアを創造することを求められます。これが創

造的経済の時代が到来している所以なのです。 

FinTechとは金融における IOTのことであり、経済や社会への影響度は極めて大きいものです。金融で

も銀行分野はこれまで産業変革の波にはあまり乗りにくい保守的なものと思われがちでしたが、欧米だ

けではなくアフリカやインド、中国の動きの速さには目を見張るものがあります。個人預金口座、貸出、

送金など決済や手数料、さらには仮想通貨に至る仕組みの中で、フィンテック（金融と ICTテクノロジ

ーの進展の融合）によって広範囲かつ大きく変化しようとしています。金融産業に新たな参加者が参入

したり、創造的変革が起きつつあるのです。今まさにこうした変化が起きており、一人ひとりの創造性

が求められる社会が到来しています。(以上 久米克彦 記) 

 

◇基調講演 2 「東アジア企業における組織知形成の現状と課題」 

講演者：Mr. Mok Chee Hong（シンガポール KM 学会 副理事長） 

: Mr.Salleh Anuar(Organisational Development consultant with Civil Service College Singapore) 

        Mr. Mok                          Mr. Anuar   (写真ごめんなさい) 

 



★基調講演 2のレポート               当学会副理事長 久米 克彦                           

 今回シンガポール KM学会（iKMS）から来日したのは、昨年 9月に KMグローバルネットワークを

日・星をはじめ 9 か国 9 団体で結成し、お互いに情報・知識の共有・交流を図ることにしたのですが、

早速日本からの招請を受け実現したものです。シンガポールは歴史的、地政学的に見て特異な都市国家

ですが、昨年亡くなられたリー・クアン・ユー前首相の強いりだーシップの下、現在ではアジア第一の

質の高い経済力と教育環境を構築しています。iKMSはシンガポール政府が国是として「スマート国家」

を志向しているのに合わせ、シンガポールの各企業だけでなく大学やコミュニティ、政府機関をメンバ

ーに持ち、KMの普及、教育の実践を行っています。KM を通じて多民族国家であるシンガポールの高

度な教育・人材の育成を担っているとも言えます。対外的にはオープンな手法で国際的にどこにも引け

を取らない一流の内容のものを求めています。KM を通じての日本との関係強化に期待しております。 

 現在 iKMSで行っている KRO（Knowledge Ready Organization）評価・表彰について説明します。

KRO の iKMS 評価基準は指導性、戦略性、文化、プロセス、テクノロジー、影響度の 6 点です。組織

競争力の観点から、知識のシステム、プロセス、実践に関し企画し、戦略を練り、実行し、自ら評価す

る組織を iKMSとして認知しています。具体的には企業会員やシンガポールにおけるコミュニティーの

中から第三者評価によって KRO として認められる組織を選び、毎年の年次総会の時に表彰します。こ

の KRO 表彰は国家的レベルのものとして認知され、知識組織として SQA（シンガポール経営品質賞）

入賞や国際的な MAKE（最も称賛されるべき知識組織）入賞と同様に内部監査上認められます。これ

によって組織は外部ステークホールダーや顧客、従業員に対し、KM潜在能力、コンピテンシー、能力

の進展を明確に約束することが出来ます。(以上 久米克彦 記) 

 

◇基調講演 3 「社会を繋ぐコミュニケーション 統合報告の力」 

講演者： Stefano Zambon フェララ大学教授、 WICI 議長 

  

       Zambon教授               ザンボン氏のスライドより 

★基調講演 3のレポート               当学会副理事長 久米 克彦  

 2013年 12月に統合報告が示されました。その主な目的は財務資本提供者に対し、組織が短期、中期、

長期にわたる価値をどのように創造するかを説明ためです。この統合報告は組織が価値を創造する能力

に関心のあるすべてのステークホールダーを利するものです。また組織が使用し影響を加えた資源と関

係性（これらは集合的に「資本」と称される）について分析するためのものです。またこれは組織が外

部環境や短期、中期、長期的に価値を生み出す資本と如何に相互作用しているかを説明しようというも



のです。 

 統合報告の背景にある統合思考が重要で、組織の中の各部門と組織が使用し影響を与えた資本との間

の関係について、実際の場で考えることです。これによって組織の縦割り性や障害を破壊し、内外の価

値創造プロセスについてもっと全体的で意識的な見方を行い、理解し、内外のステークホールダーとの

約束と同様管理することに連なるものです。統合思考は戦略思考の一形態であり、統合報告プロセスの

成果にとり不可欠な前提とみられています。 

 統合報告は単なる報告ツールではなく企業の新たな理論となるものです。また内外のステークホール

ダーへの義務と同様に、企業経営への新たなアプローチであり、統合思考に方向づけされた価値創造を

意味するものです。統合思考と無形資産との間には明確な関係があり、今日の企業価値の大半は無形資

産（組織資本及び関係性資本）に関連しています。この結果、統合思考及びステークホールダーへのコ

ミットメントは何か重要な無形資産に関するものになり、企業価値に対し明確にプラスの影響をもたら

すことが出来ます。統合報告は統合思考が必要な前提条件や確認となる循環プロセスのアウトカムであ

り、別々のステークホールダーとのコミットメントは別々のアウトカムです。 

 昨年の講演では知的資本とナレッジマネジメントとの関係について、統合報告の領域で組織がナレッ

ジマネジメントをどのように行っているかを示すかを論じましたが、その際の知的資本の価値と知識を

如何に結びつけるか、研究を続けるべきとの認識が改めて示されました。(以上 久米克彦 記) 

 

◇基調講演の論点整理とラウンドテーブルの方向付け 

モデレーター 久米 克彦 氏（日本ナレッジ・マネジメント学会副理事長） 

        齋藤 稔 氏  （日本ナレッジ・マネジメント学会会員） 

★＜モデレーターからのコメント＞           当学会副理事長 久米克彦 

当日、Zambon 教授も Mok 氏も到着が遅れ午前中の講演が間に合うかどうか気を揉みましたが、花堂

理事長の挨拶や山崎専務理事の基調講演１

の講演時間を調整して貰い、何とか時間をず

らしながら第一セッションの予定を終える

ことが出来ました。 

講演内容を良く見てみると気づいたこ

とがあります。三つの基調講演で共通して

言えるのは、新たな動向は単一の知識創造

に基づくものではなく、実は幾つかの新し

い技術や知識を組み合わることにより新

たな流れを創りだしていることです。即ち

知の融合・統合が大きな原動力だというこ

とです。                (論点整理を担当した齋藤稔氏とコメントする久米勝彦氏) 

例えば山崎専務理事の講演で言われた FinTech は金融ノウハウと ICT 技術との融合により可能と

なったいわば IOT金融版です。まず情報環境の高度化、コンピューター能力の高度化、ソフトウェア

の高度化（API、AI、ブロックチェイン）によって金融決済の自由化、ビットコインなども可能とな

ってきたのです。 

Mok氏の講演におけるシンガポールでの知の形成は、政官民における意識の共有が基盤になってい



ます。スマート国家の形成という大きな目標設定の下、あらゆるところから内外の知識を統合し実践

することにより、非常に質の高い人材育成を梃に経済競争力を作っています。KRO（知識をいつでも

使える組織）表彰のコンセプトを良く見ると、知の共有・創造だけでなく知の実践を強調しており、

実践面からは経営レベルでの各種の知の組み合わせ・統合の観点が重要になります。一昨年の iKMS

総会でシンガポールの著名な経営者が基調講演で強調したことはまさに知の統合でした。 

Zambon教授が「統合報告の力」で統合思考に焦点を当て、無形資産との間の関連性に言及してい

ますが、統合報告自体には内外の色々な知が凝縮されています。その意味で統合報告は知の統合の結

果でもあります。また組織の統合報告をアウトカムとして生み出す背景には、統合思考が重要である

ことが主張されています。統合思考により組織内外とのコミュニケーションが活性化し、ともすれば

陥りがちなサイロ主義（縦割り主義）からの脱却をも可能とする重要なツールとなるからです。いず

れにせよ統合報告は今後、我々の身の周りにある企業などの色々な組織が社会で存在していくうえで

不可欠のものになりつつあります。(以上 久米克彦 記) 

 

<午後の部> 

◆【実践例による発題の論点整理と質疑・意見交換】 

◇テーマ 1「組織知形成の実践例」 
 発題者：「KM-Jにおける『組織知形成・持続研究部会』活動からの知見」 

      高山 千弘 氏（エーザイ（株）知創部長、（日本ナレッジ・マネジメント学会理事 

報告者： 柴崎 辰彦 氏（富士通株式会社インテグレーションサービス部門戦略企画統括部長/
あしたのコミュニティーラボ代表）   

報告者：鵜飼 芳広 氏（スズキ株式会社開発・ＩＴ本部・ＩＴシステム部長） 

 コメンテーター：矢澤 洋一 氏（日本ナレッジ・マネジメント学会理事） 

 



       高山千弘氏                     柴崎辰彦氏 

       鵜飼芳広氏                コメンテーターの矢澤洋一氏     

★テーマ 1のレポート                  当学会理事 矢澤 洋一 

現在の大企業が解決を迫られている象徴的な課題に「サイロ問題（組織の縦割りによる弊害）」と、

グローバル経済下の「企業の現地化の問題」がある。この二つの課題に、知識創造理論、とりわけ SECI

モデルを使って解決を目指す「組織知の形成・持続研究部会」の１年間の活動報告が当セッションの目

的である。 

発題者の高山千弘氏（エーザイ（株）執行役員知創部長、日本ナレッジ・マネジメント学会理事）が

まず、研究部会の概略を説明した後、研究部会参加者の柴崎 辰彦氏（富士通株式会社／あしたのコミ

ュニティーラボ代表と鵜飼芳広（スズキ株式会社） 開発・ＩＴ本部・ＩＴシステム課長の２人が、そ

れぞれの取り組みを紹介した。 

日本で最大規模の SE 会社である富士通は、顧客からの「受諾待ち」という過去の成功体験から抜け

出せない SE 部隊を、顧客との「共創型」へと転換させる大きな課題を抱えている。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、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た、社内外と SE 部隊を結ぶ交流サイトを立

ち上げた。「あしたのコミュニティーラボ」と名付けたこの交流サイトは、一見、SE部隊とは関係のな

い社会問題を扱いながらも、徐々に SE部隊の眼を外に向かって開かせ始めている。昨年、「組織知の形

成・持続研究部会」に参加し、組織的に SECI モデルを活用することによって効果を加速させている。 

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。といってインドのシステムも、そのまま移植はできない。どうするかという

壁にぶち当たり、当研究部会に参加した。鵜飼氏と四輪インド部長の竹内寿志氏の二人は、まずタイに

照準を定め、SECI モデルを回して改めて問題把握を始めた。二人の結論は、日本式とインド式の長所

を取り入れ、そこに現地、タイの長所を組みこんでいこうというものだった。そこで、タイの現地チー

ムに、本社のシステム、国内営業、海外営業が加わって、社長直轄の混成チームを立ち上げた。 

富士通、スズキの知識創造は、セオリー通り顧客、社会との共同化から始めることで、局面打開の大

きな方向性を見出すところまで来た。当研究部会の目的は、第１９回年次大会の統一テーマ「アウトカ

ム社会」とも深く関連していることでもあり、中間時点での成果を含め、年次大会で登壇し詳報したい。 

(以上 矢澤洋一 記) 

 

◇テーマ 2「統合報告のインナーコミュニケーションへの活用」 
発題者：「統合報告書の作成と活用による組織知の共有」 

    花堂靖仁日本ナレッジ・マネジメント学会理事長 

コメンテーター：宮永 雅義 氏（(株)ファルコン・コンサルティング社長） 

     ピンチヒッターで発表する花堂理事長        コメンテーター宮永雅義氏 

★テーマ 2のレポート                     宮永 雅義氏 

わが国の上場企業も、このところ本格的な統合報告への移行が活発化している。花堂先生の例示され

た統合報告の優秀企業では、統合的な思考によって企業の価値創造プロセスを示す努力を重ねており、

読み手にとってその内容が伝わりやすい工夫がされている。 

そもそも統合報告は、様々なステークホルダーに対して企業がどのような「価値」を提供しているの

かを明瞭簡潔に示すことが重要であり、そうしたコンテンツをわかりやすく表現するには、単に企業の



情報開示担当者（IR・広報・CSR 部門担当者、等）だけで、統合的な情報としてまとめあげることは

困難である。先生が列挙された企業の場合、社内の様々な専門家が知恵を出し合い、議論をして、初め

て立派な統合報告へと結実しているものと思われる。 

さて、こうした努力の結晶としての統合報告をどのように活用するのかが最近の制作者にとっても大

きな課題となっている。私は、統合報告は組織の短・中・長期の価値創造を語るものであるから、組織

と長期の関係性を持つステークホルダーにとって特に有益な情報であると考えている。その点、組織内

部の情報伝達機能としてのインナーコミュニケーションにおいて、統合的思考による価値創造プロセス

や、経営者の戦略、ガバナンスに対する考え方、またさらには企業活動の成果などの情報がしっかり共

有されることは、組織の力を高めることにつながると信じている。 

すなわち、統合報告は、まず組織内の人々に理解され、情報として共有され、さらに発展的な思考へ

と展開することで、所謂 PDCA サイクルを形成し、最終的な組織の成長や持続可能性の向上へとつなが

っていくものではないだろうか。(以上 宮永 雅義 記) 

 

◇ラウンドテーブル「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」 
  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） 

★ラウンドテーブル討論の報告              当学会専務理事山崎秀夫 

 ラウンドテーブルでは、主に企業内のソーシャルネットワーキングの使い方に関する議論が全参加者

の間で活発に行われた。特に テーマ 1「組織知形成の実践例」で発表された富士通の事例から外部の

一般参加者と社内ソーシャルネットワーキングの橋渡しの議論への質問が口火を切り、様々な会社での

使い方、また社員同士の社内コミュニケーションの大切さ、経営の立場からの社員との会話の大切さ（ネ

ット利用及び対面）などの議論など幅の広い議論であった。またシンガポールの参加者も議論に加わっ

た。(以上 山崎 秀夫 記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◇本シンポジュウムの総括と閉会の挨拶 

   西山 茂 氏（早稲田大学知的資本研究会代表・早稲田大学大学

院商学研究科教授) 

 

 最後に西山茂理事より本シンポジウムの全体的な感想と閉会の挨拶で無事

終了した。    

 

                                                                        西山 茂 理事  

16:30-18:00  レセプション 

■レセプションの様子 

  

 

レセプションは久米副理事長の乾杯から始まりシンガポールからのお2人と昼間の講師たちも交え和や

かに知的交流が行われました。 

 

●シンポジウムご参加の皆様ありがとうございました。 

 


