
□■■2018年 12 月 15 日(土)  日本ナレッジ・マネジメント学会研究部会発表大会の記録■■□ 

 

        日時：2018 年 12 月 15日(土)  

           13 時大会開始、17 時 30 分終了 

           会場：亜細亜大学 

        大会出席者数：４３名 

 

 

佐脇英志 大会実行委員長（本学会幹事、亜細亜大学特任教授）から総括のご挨拶 

ご参加頂きました皆様、年末のお忙しいところ足を運んでいただきありがとうございました。皆様のおか

げでこの発表大会を盛大に開催することが出来ました。講演者の方、発表者の方におかれましては、ご多

忙の中、玉稿を作成頂き、素敵な発表の数々を披露頂きました。コメンテーターの方も、色々ご準備頂き、

様々な観点からのコメントで、発表に磨きをかけて頂きました。これらの発表と議論は、学術的にも、社

会的にも大きな貢献が有ったと信じます。そして何よりも、ご協力者・有志の方々にも、労苦を惜しまぬ

ご協力にとても感謝しています。 

皆様のご支援とご協力に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

大会実行委員長  ：佐脇英志    大会実行委員  ：荒木聖史  町井美也子 

プログラム委員長 ：小門裕幸    プログラム委員 ：山崎秀夫 

大会運営に携わった一同を代表して、ここに皆さまへの御礼かたがたご挨拶に代えさせて頂きます。 

 



（第一会場） 

総合司会: 植木英雄氏 （筑波学院大学特別招聘教授、本学会専務理事） 

開会挨拶: 大会実行委員長 佐脇英志氏（亜細亜大学特任教授、本学会幹事） 

   

 

植木英雄氏の総合司会により、佐脇英志大会実行委員長の挨拶に引き続き、特別企画の幕が開きました。 

◆特別企画 13:00-14:20 

「キャッシュレス社会の到来とナレッジ・マネジメント～周回遅れの日本社会を考える～」 

渡辺 宏一郎氏が、基調講演においてキャッシュレス社会の現状と課題および LINE Pay の対応について

熱く語ってくださいました。 

★1 基調講演: (30 分) 「ようやく動きだしたキャッシュレス化・キャッシュレス化で何が起こるのか～

キャッシュレス社会の現状と展望～」渡辺 宏一郎氏(LINE Pay 株式会社 事業開発室 戦略チーム) 

 

 

 

 

  



渡辺氏の基調講演の要旨 

スエーデンの中央銀行が、2018 年から 3-5 年以内にスエーデンは完全キャッシュレス社会に移行すると

発表し、中国も既に消費者決済の 60％がキャッシュレスとなっている。 

一方日本は様々な要因からキャッシュレス化が遅れているが、経済産業省の音頭取りで 2019 年の春には

QR コードの標準化がなされる見込みである。 QRコードによるキャッシュレス決済の台頭を先頭で引 

っ張るのが LINE Pay である。キャッシュレス化は未来投資戦略に描かれるデータ駆動型社会を実現する

為の必須条件である。 

LINE Pay は日本のキャッシュレスを促進するため、以下のような手段を講じている。 

1）LINE Pay 株式会社を設立し、店舗サービス、 LINE＠との一体運用を実現する。それにより加盟店手

数料を下げる。特に「LINE Pay 店舗用アプリ」の QR コード決済手数料を 3 年間無料化する。 

2）QR コード決済が可能な“レジ機能”と「店舗アカウント」と連携によるマーケティング。 

3）カラーバッジ保有ユーザーを対象に「LINE ポイント」還元率に 3%を上乗せする。（2018 年 8 月よ

り 1 年間）合計で 5％の還元率となる。                                                    以上 

 

★2 パネル討論会: (45 分) 「キャッシュレス社会の到来とナレッジ・マネジメント～周回遅れの 

日本社会を考える～」 

プレゼン: 「ナレッジ・マネジメントとキャッシュレス社会」 

山崎秀夫氏 (株)Beat Communication 顧問、本学会副理事長)) 次頁写真 

 

 

 



山崎氏の講演要旨 

日本は消費の現場におけるキャッシュレス化率において約 60％の中国、約 90％の韓国と比較して大き

く遅れており、わずか約 20％と言われています。これまでクレジットカード、デビットカード、IC 型電

子マネー、アップルペイ、仮想通貨（改正資金決済法）と 5 度のキャッシュレスへの試みが国内にあり

ましたが、上手くいきませんでした。 

しかし新しい産業革命はデータ駆動型社会とも言われており、情報銀行や自動車業界の MaaS など AI

とデータが動かす時代が到来しています。その中心を担うと見られている個人の購買データの活用にはキ

ャッシュレス化が必須と言われています。また新しい産業革命の中核技術である AI（人工知能）の発展

の為には豊かなデータの活用が欠かせない時代になってきました。AI による大量の知識生産に後れを取

れば、新しい産業革命から日本は脱落する心配があります。 

次に国内には「日本では現金こそが相応しくキャッシュレス化など広がる社会的土壌がない。」と言う

幻想が広がっています。しかしこの点は埋め込み知（Embedded Knowledge）の視点から明らかに誤っ

ています。知識社会学者のピーター・バーガーとルックマンは書籍「現実の社会的構成」の中で社会の仕

組みの中に埋め込まれた埋め込み知を指摘しました。それに対し言語哲学者のジョン・サール（「強い AI、

弱い AI」の提唱者）は、「社会的現実の構成」を著し、社会の制度や法律、規範などはすべからく相互主

観によって作り出されたものであると述べています。新たな相互主観（集団志向性）により制度など社会

の構造を変えれば、認知や行動の枠組みも変わる可能性があります。何をどう見るかの思考様式、何をす

べきかの行動特性、何が大切なのかの価値観などは相互主観によって作り出された社会の構造（含む文化）

から来ています。だから「日本社会の基本的土壌は現金主義だ」などと言うのは単なる幻想なのです。 

さてノーベル経済学賞受賞者のポールー・ローマーは、（相互主観に基づき）ルールを変更すれば社会

的現実は変わると主張し、ケニヤのモバイルフォン普及の事例や中国の特区による発展の事例を指摘して



います。社会的現実が変化する中での知識の蓄積が内生的経済成長を促進するという訳です。 

 これは我が国のキャッシュレス化にも当てはまると考えられます。2019 年の消費税 10％への引き上

げと、その前の経済産業省中心の試みーQRコード化によるキャッシュレス化は、6 度目の試みですが、

これまでネックだった加盟店手数料の引き下げ（中国アリババの事例や情報銀行の試みなど購買データの

他領域でのビジネス活用が条件となる）、政府による一定期間の購買額の 5％還元などが上手くルール化

されれば、金融に関する相互主観が変化し、わが国のキャッシュレス化が大きく進むかもしれません。 

韓国は小売店へのクレジットカード利用の義務化とキャッシュレス決済に対する所得税の 20％還元など

のルール化により、一挙にキャッシュレス化が進みました。今回講演をお願いした LINE Pay さんや消費

者還元に 100 億円を投じている PayPay さんの活躍を期待します。 

さてキャッシュレス化が進み、データ駆動型社会が到来すればナレッジ・マネジメントはどのように変

化するでしょうか？ 筆者は AI を支える DIKW モデルとアルゴリズム型ナレッジ・マネジメント（デー

タ Ｘ 数学、論理）が大量の知識を作り出す一方、ヒューマン型ナレッジ・マネジメントはアイ 

デア思考（但し、アイデア思考は理論的な根拠説明がはっきりしない）などずっと柔らかい領域（経験 Ｘ 

感性）にシフトすると見ています。組織論もティール組織やホラクラシーなどフラット型が提案され、多

様性や自律型の雇われない働き方が普及する中、ヒューマン型ナレッジ・マネジメントも多様で豊かな創

造的知識を大量に創造する時代、即ち「ＡＩ Ｘ ヒューマンの知識経済」が登場するでしょう。 

 

パネリスト: 渡辺 宏一郎氏（同上）、山崎 秀夫氏（同上） 

小石 裕介氏(株)Beat Communication (コンサルティング事業部) 



山崎秀夫氏          小石裕介氏          渡辺宏一郎氏 

 

三人のパネリストによるパネルディスカッション

が行われ、参加者との質疑も含めて充実した討論が

展開されました。 

 

パネルディスカッションのまとめ 

冒頭、小石氏はキャッシュレス先進国に見られる特徴として、社会的背景や制度の後押しや、金融インフ

ラにアクセスできない新興国の貧困層が、モバイル端末を通じ金融サービスを享受できたことにあると述

べた。日本では、金融インフラが十分整備されており、周回遅れの日本がとるべきアプローチはキャッシ

ュレス先進国とされる国々とは、大きく異なるのではないかと問題を提起した。 

 

山崎氏は、キャッシュレス社会への変化の可能性を“ナレッジ・ベースト・ビュー”の視点で説明をし、日

本文化には現金社会が相応しいと言う幻想があるが、世の様々な制度や仕組みの 95％は、人々の相互主

観（集団志向）で成り立っていると述べた。キャッシュレス普及のポイントは、人々の相互主観を変える

ことであることを強調。知識や知識創造の可能性は社会の構造の中に埋め込まれており、製品、サービス、



プロセス、制度等は、まさに知識の塊であり、社会の構造や文化のルール変更は知識を抑圧することもあ

り、知識創造の可能性を解き放つこともあると主張した。 

山崎氏の見解に対して、渡辺氏は、キャッシュレス社会の実現に向けて、LINE Pay 社では、①ユーザー

の意識改革、②事業者への普及を通じて、ルールや知識のあり方を変化させ相互主観、行動様式などのル

ールを変えるアプローチをとっていると説明した。クレジットカードに代表される手数料中心のビジネス

モデルに主眼を置くのではなく、利用者、加盟店含めたデータ活用型のビジネスモデルへのシフトするこ

とがポイントであると主張した。 

参加者からは、キャッシュレス社会の実現は、破壊的イノベーションにつながり関連する産業をディスラ

プト(破壊)するのではという観点での議論が出た。 

 

今回のパネルティスカッションでは、LINE Pay 社の渡辺氏により、キャッシュレス社会の進展にも欠か

せないとするデータの活用を中心としたデータ駆動型社会の考え方が示された点、山崎氏がノーベル賞経

済学者のポール・ローマ―氏を紹介し、ルールを変更すれば社会的現実は変わるとする「埋め込み知」の

重要性を強調した点が大変印象的だった。 

以上。 

 

その後、二会場に分かれて 9 発表がそれぞれ報告され、司会・コメンテーターのコメントと参加者との

質疑討論が展開されました。これらの要旨と写真を以下で詳細に掲載しますので、ご参照願います。 

 

（第一会場） 

全体司会: 佐脇英志氏 （亜細亜大学特任教授、本学会幹事） 



★1430-1500: 発表 1 

「シニア技術者から中堅層への世代間知識継承の事例研究~少子高齢化に 

対応した IT 企業における新たな伝え方の必要性~」 

発表者: 

細野一雄氏 （北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 博士後期課程在籍） 

コメント及び司会:  植木英雄氏（筑波学院大学特別招聘教授、本学会専務理事） 

   

 

細野氏の講演要旨 

企業において熟練者が有する知識は後進に継承すべきものであり、退職によって貴重な知識資産が途絶え

ないよう知識戦略を構築することは常に重要である。 

近年ある IT 企業の SE 部門において、一定の年齢に達した幹部社員（シニア）を子会社に集めて自社中

堅層（主に 40 歳前後の若手幹部または、主任層）への知識継承に専念させ、かつこのシニアを知的労働

力として活用する施策を開始した。 

自己の経験知を伝えたいシニアと、その知識を受け取る中堅層の双方に対して予備調査としてインタビュ

ーしたところ、双方の期待にギャップが存在することに加え、IT 業界は技術革新が速い事からこれまで

のメンター方式や研修方式とは異なる新たな継承方法の必要性が見えてきた。 



例えば、技術が変化しても有益な知識とは何かを見極め、かつ中堅層が期待する知識に解釈し直す必要が

有る、更に SE技術が細分化・専門家していることから複数のシニアの経験知を融合させなくてはならな

い、などである。また中堅層は困ったその時に助けてほしいというオンデマンドでの受け渡し方を期待し

ている。多数のシニアから同数程度の中堅層への知識移転という少子高齢化という背景も影響しており、

知識移転における阻害要因との対比、およびシニア活用の成功要因、など知識の伝え方について本格的に

研究する価値が有ると考える。 

シニアから中堅層に対しての新たな知識継承の方法が明らかとなれば、企業活力の維持とシニアを労働戦

力として活用することの両立が可能となりうる。 

そこで「シニアは世代間知識移転のためにどのような『知識の伝え方』を獲得すべきか？」を研究テーマ

とする。予備調査から得られた結果から以下の点を明らかにする。 

・時代や技術が変化しても有益な知識（特に暗黙知）の種類を明らかにし、SECI モデルの観点で分析す

る。 

・これまでの世代間知識移転とは何が異なるのかを明らかにする。その際、シニアと中堅層との間の役割

分担や共創関係の特徴を明らかにする。 

・受け手の期待に応える新たな継承方式の可能性とその効果を明らかにする。 

・どの様な障壁が存在するのかを明らかにする（例：Szulanski(1996,1999)の 9 つの粘着性要素の観点）。 

以上。 

 

植木氏のコメント要旨 

本研究の意義として、シニア人材から「中堅層」人材への知（経験知・暗黙知等）の移転・継承に関する

実証的な研究から、シニア人材の組織的な有効活用が示唆される。この実証研究の研究蓄積から実践の場



のニーズを踏まえた知の移転・創造理論の構築に寄与する可能性が期待される。 

コメントとして、先ず知識の概念定義や各関連用語の関係性、シニアの定義等をより明確にする必要が

ある。研究の方法として、世代間知識継承モデル（SECI モデルの内面化）に留めず、SECI モデルの連

結化も調査・考察対象に含めないと、シニア層から中堅層の知の一方的な移転に留まり、知の双方向の共

創メカニズムや有効な示唆が得られないのではないか？ケーススタディに加えて、仮説検証による定量化

分析も必要ではないか？さらに、データ収集の助言としで、知の概念定義を被験者に明示して、 

実態の認識と期待に分けて要因分析をすることで認識ギャップ（バイアス）の解消に有効となろう。 

 

★1505-1535:発表 2 「KM 国際標準規格に対する当学会の取り組み」 

発表者: 齋藤稔氏 (本学会理事) 

コメント及び司会:  久米克彦氏 （本学会理事長、元スズキ監査役） 

  

齋藤氏の発表要旨 

齋藤氏は 2018 年度に当学会の「ISO 等標準化研究部会」を立ち上げ、発行前から Knowledge 

Management に関する初の国際標準規格「ISO 30401: 2018 - Knowledge management systems –

- Requirements」（以降「ISO 30401: 2018」と表記）の内容把握を行ってきた。齋藤氏は Project Leader

として ISO の TR (Technical Report)を発行させた経験があり、現在も ISO/IEC JTC1 SC 32/WG 2の



Expert 並びに同国内小委員会の幹事を務めている。 

本報告の前半では「ISO 30401: 2018」の特徴と内容が紹介されている。「ISO 30401: 2018」は任意

規格であり、2018 年 11 月に発行しているが強制力はない。その内容は、組織において Knowledge 

Management System を確立，実施，維持，見直し及び改善させるためのガイダンスと言って良い。 

「ISO 30401: 2018」は ISO の他のManagement Systems と同じ構成（目次）を取っており、それぞ

れの内容は次の通りである。 

.「序文」：ナレッジの特性や Knowledge Management（以降「KM」と表記）の重要性 

.「1. 適用範囲」：「ISO 30401: 2018」の要件は、そのタイプまたはサイズ、または提供する製品，サ

ービスに関係なく、どの組織にも適用可能 

.「2. 引用規格」：「ISO 30401: 2018」が引用する規格はない 

.「3. 用語及び定義」：「knowledge」，「knowledge management」等の定義 

.「4. 組織の状況」：組織の状況として理解すべき事項：利害関係者，Knowledge Management System

に含めるべき活動，促進要因，文化 

.「5. リーダーシップ」：トップマネジメントが示すコミットメントと方針，組織における役割・責任・

権限 

.「6. 計画」：リスク及び機会への取り組みと組織が KM 目標の達成方法を計画する時に決定する事項 

.「7. 支援」：KM を支援する資源，力量，認識，コミュニケーション，文書化された情報 

.「8. 運用」：組織が実施する活動 

.「9. パフォーマンス評価」：監視・測定・分析及び評価に際して決定すべき事項，内部監査の方法，マ

ネジメントレビュー 

.「10. 改善」：是正措置の方法 



本報告の後半では、「ISO 30401: 2018」に対する当学会の取り組みを紹介した。当学会では「ISO 等標

準化研究部会」を立ち上げ、2018 年中に 4 回の研究部会を開催した。2019 年には隔月で研究部会を開

催する予定である。KM 事例を取り上げ、達成されている「ISO 30401:2018」要求事項の達成方法を分

析する計画である。学会外との関係としては、経済産業省の「国際標準課」と 2018 年 9 月に関係構築

済である。当学会が加盟している KMGN(Knowledge Management Global Network)は「 ISO 

30401:2018」についての公式声明表明を計画中であり、当学会からもコメントを伝達する予定である。 

 

久米氏のコメント要旨 

本学会がナレッジマネジメント（KM）の標準化・ISO 化に注目し、「フレームワーク研究部会」を発足し、

その調査・研究を行ったのは 2002 年のことである。当時はイギリスやオーストラリアで KM の ISO 化

研究が進んでいたが、その後は停滞、しかしここ数年で KM の ISO 化が急速に具体化しており、本学 

会が所属する国際 KM ネットワークの KMGN の動向もこれらを全面的に受け入れる方向である。本学会

においては齋藤稔理事が新たに「ISO 等標準化研究部会」を立ち上げ活動を開始したのは意義深く大いに

評価される。KM の ISO 化は標準化プロセスを通じて KM を多くの企業に普及させることに繋がる。また

企業のイノベーションの促進や生産性向上のための AI 化と連動した動きでもある。従って大企業に限ら

ず、今後は特に中堅・中小企業にとっても KM のための有用なツールとして期待される。 

 

★1540-1610:発表 3 「SDGs」 

内訳 1 「SDGs に関する野中郁次郎先生らからの考え方」 

発表者兼司会: 高山千弘氏（株式会社エーザイ 執行役員、本学会専務理事） 

内訳 2 「SDGs の背景」 



発表者:西原文乃氏（立教大学助教、本学会専務理事)) 

   

高山氏                       西原氏 

 

高山氏・西原氏の発表要旨 

SDGs は世界の共通言語となりつつあるが、高邁で野心的なゴールであるが故に計画ありきの PDCA に陥

る危険性がある。改めて人間存在のあるべき姿が問われる。必要なのは、「自分は地球（自然）自身であ 

り、かつ地球（自然）を調和的に構成している多様な独立した個の一つである」という二重存在という捉

え方である。それを企業という生命体として SDGｓを大目的とし、エコノミー、ソサエティ、生物圏か

らなる 17 項目を駆動目的とし、実践的・現実的に実効性のある SDGs を機動的に実現していくには、知

識創造イノベーションが不可欠である。当部会は野中一橋大学名誉教授の知識創造理論 SECI モデルによ

り、二人称の相互主観性を媒介とした「組織・環境一心体」の知識創造とミドルアップダウンによる「全

員経営」が重要と考える。知識創造のベクトルをトップの不退転のビジョンに向かって構え、ミドルアッ

プダウンによりフロントの状況判断と思考力、行動力を究め、関係するステークホルダーの「潜在能力」

を結集して、知的資本を持続的に増幅することを目指す。イノベーションを阻害するオーバー・アナリシ

ス、オーバー・プランニング、オーバー・コンプライアンスを創造的に破壊し、地に足のついた SDGｓ



の実現を目指す。対象の住民との共同化を起点に SECI スパイラルを SDGs の文脈で回すことで、計画あ

りきの PDCA に陥らず、社会課題の解決につながるソーシャル・イノベーションを起こすことができる。

SECI モデルがスパイラルする場をつなぐと知の生態系（ナレッジ・エコシステム）が構築されるが、そ

れは弱肉強食の生存競争の世界ではなく、「すみ分けと生かし合い」、「おかげ様、お互い様」の世界であ

る。このような知のエコシステムを確立することによって、近代経済の繁栄、そして善き生の実現に近づ

くことができる。 

こうした場やエコシステムを創るのは実践知のリーダーの役割で「実践知・フロネシス」とは「共通善

（Common Good）や徳（Virtue) の価値基準をもって、個別のその都度の文脈のただ中で、最善の判

断ができる実践的な知的能力」のことである。 

注目すべきは「共通善（Common Good）や徳（Virtue) の価値基準」。第 1 の能力「”善い”目的を創る」

は、SDGs の 17 のゴール達成や人間だけでなく、動植物や環境、未来世代まで全てを含む「誰も取り 

残さない（Leaving No one behind）」に相当する。こうした未来は過去の延長にはなく、実現したい未

来を起点とするバックキャスティング思考が必要だ。研究部会活動を通して、善なる未来を思い描き実現

していきたい。「日本企業の SDGｓへの取り組みは、進んだところでも自社事業と SDGｓ各項目との紐

づけが終わり、バリューチェーン上のリスクのマッピング作業に入ったところだ。一見、遅れているよう

に見えるが、一方、行政、金融、社会意識に大きな変化が起きており、企業の経営基盤は、SDGｓ/ESG

をキーワードにしてパラダイムシフトの途上にあると見ている。コーポレートガバナンスやビジネスモデ

ルの変革も迫られるはずだ。 

企業価値は、現在では経済的価値を意味するが、遠くない将来そこに社会的価値をプラスした新しい企業

価値評価も生まれてくる。SDGｓへの取り組みは、デザイン思考やシナリオプランニングが有効とされ

ているが、その根底には共感に基づく暗黙知と形式知の変換からなる知識創造がなければならず、当研究



部会がその役割を果たすべき時が来ている。 

 

  

 

★1615-1645:発表 4 「トーク」及び「今後の部会の展望」 

トーク参加者: 高山千弘氏(同上)、西原文乃氏(同上)矢澤洋一氏 （日経 BP 参与、本学会理事） 

司会: 高山千弘氏（同上） 

    

 

 

★ 1650-1705: 発表 5 実践ナレッジ・イノベーション研究部会報告 

1. 1 年間の活動の総括:知識創造理論の新展開と他領域との接点 

* 現象学、前川製作所の場づくり、戦略論、組織の動態的能力、 



 アクションリサーチ、経営環境のセンスメーキング、二項動態、 プロジェクトマネジメント 

2.これまでの部会活動から見えてきた知のトレンドと知識創造の未来 

* AI・RPA・IOT の普及が知識創造にもたらすもの 

* 知の原点回帰 

* これからの知識創造の方向性 

発表者: 西原文乃氏(立教大学助教、本学会専務理事) 、 

河田卓氏（一般社団法人 コミュニティ技術研究所理事長、部会代表世話人 ） 

コメント及び司会: 伊藤武志氏(大阪大学教授、本学会理事) 

 

 

 

 

 

河田氏・西原氏の発表要旨 

＜実践ナレッジ・イノベーション研究部会の活動経過＞ 

実践 KI 研究部会は 2015 年 12 月に活動を開始、現在に至るまで毎月 1 回平日 18:30 から一橋講堂特別

会議室で開催している。兄部会にあたる通称高山部会がクローズドの場であることから、野中理論を学び

実践するためのオープンな場としての位置づけであり、延べ 200 人以上の方々にご参加頂いている。

2016 年はソーシャル・イノベーションの事例から、2017 年は企業や政府の事例から、組織的知識創造

の理論と実践を学んだ。2018 年は野中先生に縁の先生方に組織的知識創造理論の先端研究と実践方法 

について学んできた。今後も組織的知識創造理論の実践と発展に向けて、この部会活動を推進していく。 



 

＜知のトレンドと知識創造の未来＞ 

昨今ビジネスをめぐる環境は劇的変化をしており、そのスピード、規模、連鎖性、非連続性は「けた違い」

である。またフィルターバブルと言われる情報の偏り、フェイクニュースにあるような信頼性の低下など、

環境への対応が難しくなっている。一方、日本のビジネス界では思考停止が蔓延している。情報を何でも

鵜呑みにする傾向、形だけの知の共有、近視眼的改善、AI 導入の失敗例、組織・集団における限界合理

性、創造性の欠如など変化への対応力には大きな問題がある。知識創造プロセスの深堀によってこの状況

を打破する示唆が得られる。社会的正当化過程を知の履歴と個人・集団への意味から、氷山モデルを使い

フォローしてみると、知の進化が組織の中でどう起きるのかが理解でき、またその進化の促進・抑制要因

が浮き彫りになる。また通常語られている知が単なる「知のスナップショット」であることが見えてくる。 

こうした時代の中、全員経営即ち衆知を表出させ分析し総合することの持つ意義は大きい。個々人の持つ

能力の限界を克服し、多くの視点から迅速かつ知力をもって対応できるからである。デジタルトランスフ

ォーメーションが進む中、連結化できる形式知は激増する。一方それを実践的に使いこなし内面化するの

は大きなチャレンジである。なぜならばそれらは殆んど組織、個人の想いにつながっておらず、意味を持

っていないからである。必要とされるのは知的機動力である。内発性を成長させる場と大きな文脈を作り、

新しい価値を生み出す知創コミュニティを輩出することが新しい現実創造につながる。 

 

伊藤氏のコメント要旨 

西原部会長、河田代表世話人と思いを同じくし、知識創造の重要性を感じるものとして、河田氏の報告を

私の言葉で、以下のように述べておく。現代は、個々人が起点になってボトムアップで知識というモノ・

コトをつくれる時代である。技術革新の力もかりて、無限のパワーを発揮できる。環境が劇的に変化する



現代、いまだ未解決な社会的課題が山積する現代では、 

個々人のダイナミックな想像力・創造力、機動力・突破力こそ頼りになる。 

人としてこの世に生を受けたからには、自ら主体的に思いを持ち、 

行動することで、自分の思いが実現することほど面白いことはない。 

個々人が起点だからといって、一人ですべてを背負わなくてよい。 

良い組織を新たに作ったり、既存の組織を活かせれば、大きな真善美、 

共通善の実現にも役立つ。とはいえ、組織が大きくなると大企業病が進み、 

思考停止が蔓延する。組織が停滞し、場合によっては崩壊する。それは、企業という組織だけでなく、国

や地域という組織についてもいえる。大企業病を防げている組織では、全員経営が実現している。全員経

営は、意図的に知識創造の場をつくりプロセスを実践することで実現できる。 

人・組織は、知識創造の実践経験を続けることで成長できる。知識創造は、集団、組織、社会の可能性を

引き出し進化させるし、すべての人から衆知を表出させ分析し総合できる。人間社会がそのポテンシャル

を最大限に引き出せれば何より面白い。 

 

 

（第二会場） 

全体司会 荒木聖史氏 （NEC 通信システム、本学会幹事） 

★1430-1500: 発表 1 「暗黙知としての事業経営能力の学習を促す組織」 

発表者: 伊藤武志氏 （大阪大学教授、本学会理事） 

コメント及び司会: 西原文乃氏 （立教大学助教、本学会専務理事） 



  

 

伊藤氏の発表要旨 

技術革新が進み、また競争相手の力も強まるなか、ステークホルダーからは経済的価値だけでなく ESG

（環境、社会、ガバナンス）についての期待も強まっている。そのため、企業にはより優れた経営実践が

求められているが、従来通りの人材・組織開発では良い結果は望めない。けれども従来から、優れた人材

や組織を作り込んでいる企業はある。そういった企業の事例を挙げながら、暗黙知としての経営能力の向

上の方法について議論する。 

人材の暗黙知を増やし、組織的なレベルアップも促すというナレッジ・マネジメントの取り組みとして、

本発表では、ミニプロフィットセンター（MPC）という小規模の組織体制をあげる。MPC についての企

業での実践事例には、オムロンのプロデューサー（P）制やネオ P制、京セラのアメーバ経営、村田製作

所のマトリックス経営、ディスコの Will 会計がある。 

また多くの中小企業は規模が小さく、MPC と同様な立場にある。 MPC において人材が経験を積み、そ

の管理能力のレベルアップがなされることは、そこに所属する全員の学習とレベルアップを意味する。組

織が小規模であるから組織単位数は多くなり、組織単位のリーダーの役割を担う人材も増える。リーダー

経験者が増えることで、より大きな責任を持つべきリーダーの予備軍ができる。これはＯＪＴ（On the 



Job Training）とみなせるが、学ぶ内容と場に重要な特徴がある。MPC では、人数が少なく互いの直接

的なコミュニケーションがしやすい。これらの組織単位では、何かをつくって売るという業務の内容と人

の動き（「リアルな知識」）が小規模であるため見えやすく身につけやすい。 

一方、日次や月次で主に売上や利益、キャッシュや類似の財務指標を、実績として捉え、翌日や翌月、翌

年の計画をつくる（「会計の知識」）。さらに、この経験のなかで、「人を活かしてモノを製造販売して利益

を出す」という「リアルと会計のつながりの知識」がうまれるリアル、会計、そのつながりという知は暗

黙知として人材に蓄積される。それによって個々人が自律的な経営管理者になる。個々人にこの能力が備

わることは、組織能力にも影響する。このような人材が組織を運営していることを理解した上で、各人材

が行動できることによって、高度な思考・行動が実現できる自律的な組織ができあがる。 

 

★1505-1535: 発表 2 「All-Denka～ソフトイノベーション～ 

成功事例研究:プロダクトアウトから発想と視点を変えたエコシステム&ビジネスモデルへの転換と、 

ナレッジ・マネジメント」 

発表者:田原祐子氏 （株式会社ベーシック 代表取締役、本学会理事） 

コメント及び司会: 安部 博文氏 （電通大学特任教授、本学会理事） 

  

田原氏の発表要旨をまとめる。 



本研究は、今から、約 20 年前に全電力会社が、「深夜電力の負荷平準化」普及拡大というソフトイノベ

ーションをスタートさせ、約 20 年間でシェアを約 15～70%にアップさせた、成功事例研究である。 

当時、電力会社の営業開発部門は、旧態依然としたプロダクトアウト（ハード、ものづくり）の発想から、

顧客の視点に立ったサービス・システム（ソフト、新しいライフスタイルや付加価値の提供）へ、ビジネ

スモデルを大きく転換しようとした。しかし、この新しい取り組みは、当初困難を極め、シェアは１％に

も満たない状態であった。さらに、これらを社内で進める人材も、営業が初めての未経験者が大多数であ

った。 

発表者（筆者）は、当プロジェクトの立ち上げ直後から、コンサルタントとして、フレーム＆ワークモジ

ュールⓇという独自メソドロジーを活用し、ソフトイノベーションの実践と、All-Denka の普及拡大、人

材育成等を全面的にサポートした。発表では、このプロセスを、４つのステージ（Stage1：‘プロダクト

アウト’から、‘マーケットイン’へ／Stage2：オール電化が創り出す、付加価値を活用／Stage3：チャネル

拡大と BtoBtoC 戦略／Stage4：実績向上・人材育成・組織変革・モチベーションアップ）、で分析し、

フレーム＆ワークモジュールⓇという独自メソドロジーを活用したナレッジ・マネジメントを通じて、全

ての人が成長するしくみについて述べた。具体的には、全員が共有のフレーム（基本形、型）をもとに営

業活動等の活動を行い、全員のナレッジを共有しながら、新たな戦略を共有する。同時に、社外のビジネ

スパートナーを巻き込みながら、エコシステムを構築し、こうしたプロセスにおいて、①暗黙知の形式知

化／②PDCA 実践を組み込みした、継続的実践＆スパイラルアップ／③レバレッジ効果を高めるスキーム

構築という３つのフェーズで、ナレッジ・マネジメントを展開し、最終的に、実績及びシェアを大幅にア

ップさせた。また、プロジェクト実施後のヒアリング調査においては、生産性向上等は無論のこと、「ナ

レッジ・ノウハウ共有」PDCA・改善の定着」「人材教育・指導方法向上」等の項目で、特に大きな成果

が表れている。今後の研究課題としては、東日本大震災によって、これらの取り組みは活動停止を余儀な



くされたが、５年間のブランク後、活動が再開された後は、特に未経験者を中心として、人材が成長し、

実績も伸びている。そのため、フレーム＆ワークモジュールⓇの「有・無」による活動再開後の、ナレッ

ジ・マネジメント、人材育成のスピードや実績向上等の相違等について、今後分析していきたい。 

 

安部氏のコメント要旨 

本事例は、電力会社が夜間と昼間の電力需要の大きなギャップを埋めるようとスタートした家庭向け電化

システムの普及活動を対象にしたものである。発表者は、長期的に電力会社の活動を観察しつつ、直接支

援した。今回の報告は、その経験で得た失敗例と成功例をナレッジ・マネジメントの視点でまとめたもの

である。ポイントは、電力会社の発想の転換、震災という想定外の事象発生による活動の阻害、ビジネス

モデル化による成功の連鎖・拡大である。 

 オール電化というコンセプトによる電力会社の活動は当初シェアが 1％に過ぎなかったものが、10 年

で 15～70 倍にまで成長するという著しい成果を挙げた。その背景には、2000 年頃から筆者が、業務を

効率よく拡販するために開発した「フレーム＆ワークモジュール®」という独自のメソドロジーの導入・

活用がある。これにより、電力会社の社員らがプロダクトアウトの発想から離れ、ユーザーの目線で自ら

の製品に新しい価値を見出すようになった。スタッフが「何を」「どうすればよいか」を自分たちで考え、

実行し、振返る活動が仕組み化・見える化されることで、前述した著しい成果を挙げることができた。 

 ところが東日本大震災の発生により、電力会社の人的リソースが復興と電力の安定供給に振り向けられ

たため、オール電化の活動は一時、停滞を余儀なくされた。しかし、フレーム＆ワークモジュールの活動

は電力会社の若手社員の間に DNA として受け継がれており、徐々にではあるが再び、オール電化の普 

及活動が再開しているという。今後の研究課題として、このブランクがオール電化活動のナレッジ・マネ

ジメントに与えた影響分析を挙げた。 



★1540-1610: 発表 3 「ナレッジ・マネジメントから見たプログラミング教育のモデル化とその効用」 

発表者: 安部博文氏 (電気通信大学特任教授、本学会理事)、 

島崎俊介氏 (電気通信大学学術院/実験実習支援センター学術技師)、 

宮澤修氏（東京工業大学情報理工学院修士課程 1 年）甲斐広夢氏（亜細亜大学経済学部経済学科 1 年） 

コメント及び司会： 町井美也子氏 (Assemblage LLC.代表、本学会幹事) 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

安部氏ならびに共同報告者の発表要旨 

本発表では、プログラミングを学ぶ生徒と講師の成長を促す方法についてナレッジ・マネジメントの視点

から整理・報告した。発表は分担して行い、研究概要は安部が、事例の紹介を甲斐が、RQ から答えを導

き出すまでの過程は島崎が、最後のまとめは宮澤と段ボールロボが担当した。 

 取り上げたケースは 2016 年 5 月にスタートした電気通信大学プログラミング教室である。現在、70

名の生徒、7 名の学生講師が毎週日曜日に授業を行っている。研究の問題意識は次である。アナログ界へ

のデジタル化が進行し、データが経済を駆動する社会と言わして、経済産業省が提唱するサイバー・フィ



ジカル・システム CPS モデルがある。これは、フィジカル界（アナログ界）にセンサーを取り付け、そ

こから得られたデータをコンピュータやネットワークで構成するサイバー界で蓄積・解析する。得られた

知見をフィジカル界にフィードバックした結果、フィジカル界の生産性や付加価値が高まる、というシス

テムである。この考え方をアナログ型の当教室に応用した。まず出てくる問題の第一は、センサーに相当

する情報収集機能の問題である（RQ1）。次に収集・蓄積したデータからどのような仮説を作るか、とい

う問題（RQ2）が続き、三番目に仮説の有効性を確かめる方法をどうするか、という問題（RQ3）が出

てくる。事例ケースでは、RQ1 に対する答えとして「受講アンケート、クイズの成績、講師による記録」

を挙げた。RQ2 に対しては「生徒はプログラミング学習に時間をかけるほど、早く目標を達成する」と

「制御理論/ゲーム理論を援用すれば、目的達成に近づける」の二つの仮説を挙げた。RQ3 に対しては「既

存の試験を利用する方法」と「教室独自の方法」という二つの方法を挙げた。 

 CPS モデルで扱うナレッジは、全てが形式知である。上記の 3 つの問題や答えは CPSモデルを何度も

ループしながら質的にレベルアップすることが考えられる。そのループの原動力は人々のモチベーション

という暗黙知だが、可視化できていない。発表では形式知のフローを背後で動かすモチベーションとい 

う暗黙知の二重レイヤー構造を元に、説明した。今後の課題は、上記の理論的背景の上に、具体的に生徒

や講師の成長を促すデジタル教材の開発と効果についての研究を進めることである。 

 

町井氏のコメント要旨 

安部先生の試みは、生徒の成長のみならず、同時に講師の成長も促すことが素晴らしい。一般にアナログ

になりがちなティーチングメソッドを、CPS モデルを用いて更に効率性を高める試みは、企業体におけ

るナレッジ・マネジメントによる生産性向上の試みと同様に価値を感じる。未来を担う子どもたちの教育

の質が高まれば大変嬉しいことであり、社会的意義も高い。 



実は安部先生からは、母親視点でのコメントが欲しいと事前にリクエストを頂いていた。そこで、子ども

のモチベーションと親のモチベーションにギャップがあるというネガティブな可能性を指摘し（プログラ

ミング教育は旬であるが故に、親の独り相撲となっているケースを知っている）、そのうえで親に対する

フォローアプローチも十二分に練られていることや、子どものモチベーションを保持しつづける原動力が

「暗黙知」である仮説に基づいた諸般の試行には、すっかり感銘を受けた次第である。 

今後は生徒や講師の成長を促すデジタル教材の開発に着手されるということだが、ゲーミフィケーション

の手法―遊びの中での知の創出—を上手く盛り込んでほしいなと願う。あくまでも学びは自発的なもので

あってほしい。他者に強制されたから学んでいる、のではないのだから。そのための手法や、現代ならで

はのポップな教材を開発して頂けたら素晴らしい…というのは、図らずもそれ自体が母親としてのコメン

トになっていることに気づく。 

 

★1615-1645: 発表 4 「台湾生産性本部会議(2018/9)及び KMGN 報告(2018/11)」 

発表者: 加藤鴻介氏 (KC 総合研究所代表、本学会理事) 

コメント及び司会: 山崎秀夫氏 （本学会副理事長） 

  

 

 

 

 

 

 



2018 年 9 月の台湾生産性本部（台北）におけるナレッジ・マネジメント講演及びワークショップの実施、

並びに 11 月の豪州メルボルンにおいて行われた KMGN 及び豪州 KM セミナーへの加藤元金沢工業大学

教授の参加報告についてまとめる。 

 

１台湾生産性本部関連 

台湾経済には IT 企業及びデジタル関係の製造業が多く、そのため、ナレッジ・マネジメントに関する興

味も今回のように「AI（人工知能）と人側のいわばアナログ KM」の分業と言った要素が色濃いものでし

た。この点は日本にも非常に参考になると思います。 

 

2 KMGN 及び豪州 KM セミナー関連 

KMGN では各国のナレッジ・マネジメントの状況が良く分ると同時に共通テーマが議論されます。今回

の一番の共通テーマは KM の ISO 標準である「ISO30401」が 11 月に発行された事でした。各国の反応

は基本前向きに ISO30401 を歓迎し、バックアップしていくと言う姿勢でした。 

その後 KMGN は、ISO30401 を Acknowledge するとの共通見解に合意しています。また英国、南アフ

リカ、タイなどは日本の JIS に相当するナショナル化に踏み切ると言っています。KMSJ は国内企業のニ

ーズが顕在化していないため、ナショナル化に関しては時期尚早と思いますが、人工知能による知識制作

の台頭の中、従来型のナレッジ・マネジメントは大きな転換点を迎えていると考えるべきでしょう。 

以上 

いまいちど、第一会場に戻って閉会式 

★1720-1730: 閉会挨拶  

久米克彦氏（本学会理事長） 



 

久米克彦理事長から、本大会が成功裡に幕を下ろすことへの 

慶ばしい言葉を頂戴しました。 

当学会の益々の発展を願いつつ、閉会いたしました。 

 

 

 

懇親会は 18:00 開始（於:アジアプラザ） 

番外編  懇親会の様子  懇親会への参加者の皆さん、ありがとうございました！ 

  

 

 

 

 

 

 

アジアプラザにおける懇親会、終盤でのショット。お顔がほんのり紅いかたもいらっしゃいますね！ 



――――――――――――――― 

編集担当よりひとこと 

本学会の「知」のちからの大きさを改めて知る次第です。 

要旨をまとめる過程で、改めてそれぞれの講演や発表を振り返りますと、綺羅星のような素晴らしい 

一日であったように思います。 

当日参加くださった皆さまには、いまいちど反芻し、個々の学びを深くする材料になるように。 

また、あいにく参加叶わなかった皆さまにも発表の内容をお届けすべく、できるだけライブ感ある要旨と

なるように心がけ編集させて頂きました。30 ページ弱の長い原稿となりましたが、保存版としてご活用

いただければ幸甚です。 

また編集にあたりましては、学会員であり、前メルマガ編集担当理事でいらした松本優さま、ならびに 

メディア・広報担当専務理事 植木英雄さまの多大なるご尽力を賜ったことを申し添えます。 

当日登壇いただいた皆様には、本稿にかかる要旨の提出に関しお力添えを頂戴いたしました。 

皆々様、誠にありがとうございました。 （文責・ 町井美也子） 

 


