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第１章知識を内部から外部へ

価値は．実践においてのみ知りうる．

クラス・メランダー，セレミ社主任デザイナー

ここ数年でナレッジ・マネジメントは，コンサルタントの誇大宣伝から確定

した経営戦略になってしまった．多くの人々は，ナレッジ･マネジメントの｢第

２世代」について語りつつある．ある人は，データベースやイントラネットで

のナレッジ・マネジメントよりも組織的学習を強調する．既存知識のより良い

展開と利用よりも，むしろ新知識の転換を通じて革新に熊点をあてるというこ

とを他の人は強調する．次世代に関するあなた自身の展望がどうあろうと，た

いていの組織は，完全に制度化したナレッジ・マネジメントや知識の開拓から

は，ほど遠い．この本の主要な前提は，組織的な内部の知識資飯から外部の市

場化された知識ベースの製品やサービス，換甘すれば知識ビジネスへと転換す

ることである．これを実践すれば，組織は知識を内部から外部へと変えねばな

らない．

この章では，知識ビジネスの柵築にとって不可欠である，ナレッジ・マネジ

メントにおける開発を要約する．股近の進展と主要な特徴を回Mnすることによ

り始める．これらが達成されることにより，組織的な恩恵と知識戦略のツール

によって事例が紹介される．多面的で広範ではあるけれども，ナレッジ・マネ

ジメントはいくつかの徐々に利用された火践によって示されている.これらは，

最蒋の手法の分配を含んでおり，すなわち専門的な満抑の開発や，知識データ

ベースへのアクセスを改善するためのイントラネットの利用や，実践のコミュ

ニティの養成などが含まれる．ナレッジ・マネジメントの性格の他の定義は，

価値のある組織的な資産としての知識の視点である．それゆえに，価価の概念

は，２つの視点，つまりその利川による付加価伽と同棟に，知識の固有の価値

から探査され，価値期大の方法が導入される．この本を通して繰り返される１

つは，ユーザーのニーズへの適合性と改造性である．

この章の次の部分は，組織的なナレッジ・マネジメント計仙iとその外部環境
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との接続を取り扱っている．これは外部から内部へ，内部から外部へという２

つの視点から探従される．第１に顧客の知識の利用に関連し，第２に組織の知

識に関連して外部的に資本化することである．これはこの章の結論部分へと導

き，知識ビジネスのコアを考察することである．

知識に関する論点の展開

ナレッジ・マネジメントは未だ早期の成怪局而にあるというのが現兆候であ

る．形式的な待理活動としての出現は国際会議の高度な輪郭を伴い，野中・竹

内による草分け的な出版によって1995年に出発した．

1997年以降，多くの爪役たちはナレッジ・マネジメントを一過性のものとし

袈１－１ナレッジ・マネジメントの恩恵に関する典型邸例

恩理

知函への緊早いアクセス

知 塵共有

コスト削漣

コスト回避

収益性の増大

保全と刷新の中断時間の削減

より短時間での市喝接近

顧客関係の改砥

歳入咽の改普

新ビジネスの槻会

碩例

知殴センターを通してアメリカの管理システムが自分でやるよ

りも８倍速く必要とする伺報を見出すそのコンサルタントを解

借する．

技師からの知腫の流れを改画することにより．ゼロックス社は

月当たり5000の有効な半導体を生み出している．フランスで

は．サービス・コストの５～10％削減を達成した．

シェブロン・クレジット社の知臓共有はエネルギー．コストの

年間２他ドルの節減をしている．

半導体製造工喝間の凪前手法の共有によって．テキサス・イン

スツルメント社は新工期で投資を５健ドル以上節減できた．

チェース・マンハッタン銀行のミドル・マーケット・バンキン

グ，グループでの、客知慶の統括により，良い関係と顧客の収

益改圃を連成した．

BP社による学習の共有により，胴油所の休止を９日までにし，

960万ポンドのコスト節減が連成された．

製品と刷客知職の共有により.ヒューレット・パッカード社は

１カ月短縮して市珊へプリンターを供給した．

30年以前の『最前の作菜」の補足により，バーストン．マース

テラー社は公的関係で首位を達成した．「聞知笥理｣知臓データ

ベースは新顧客を掴綱することを支擾した．

知的資歴の新評価法の開発と価値期大の経営者制度を導入して‘

スカンディア社は保険業界の平均よりも磯入を増大させた．

大学との迎換と知職共有により．デュポンは期待していなかっ

た知職を掴得し，ポリマーの新シリーズの開発ができた．



てみたが，多くの組織によって主流活動として適応されてきた．製薬会社，石

油多国輔企業，ハイテク企業，経憐笹理コンサル機関によって，早期から受容

され，今も大抵の大企業と多くの公共部門で普及している．なぜこのように急

激に発鵬し，関心をもたれているのか．一部は，実体のない資産価値に関する

泌識が地大していることによっている．バイオテクノロジーやソフトウェアの

ような多くの知識典約型企業は，物質的資産よりも５倍から10倍商い株式市場

価値を持っている．他の部分は，多くの組織が率業の再槻築や規模縮小を行っ

た際に，人々の頭脳に保有された知識が失われてしまったということでは，遅

すぎるのである．それ以上の要素は，技術，とりわけインターネットが，人々

に知識を共有することを容揚にさせ，また怖報を素早く安価に普及させること

である．ナレッジ・マネジメントの開拓老は，亜要な利益を達成するために知

識を有効にアクセスさせ再利用することで，製品開発の育成から顧客サービス

に至るまで広範に適用してきた（表１‐１を参照)．

これら開発のネットの成果は,1999年の終わりで大企業の１／３以上が公式的

なナレッジ・マネジメント計画を保有していたので，計画過渡期でも同梯割合

であった．股近の調在分析は，ナレッジ・マネジメントが事業便益をもたらす

けれども，引き続く多数の挑戦に直面していることを示している(以下を参照)．

細繊におけるナレッジ・マネジメント：取組状況（1999-2000年）

・企業の80％はいくつかのナレッジ･マネジメントプロジェクトを保右している．

・組織の40％は公式的なナレッジ・マネジメント計画を持ち，３０％は新しいもの

を企画しつつあった．

・主要な利益はよりよい意思決定を認めることであり．飯要事業案件に素早く対

応でき，顧客サービスを改群できることである．

・ナレッジ･マネジメントは，亜争優位，マーケティング，顧客改善，技術革新，

収入期と収益に亜要な貢献手段とみなされる．

・ナレッジ･マネジメントプロジェクトに対する最大の資金源は．ＭＩＳ（経営愉報

システム）とマーケティングにより執行される中央統制予算制度である．

・ナレッジ･マネジメントを支援する爪要技術は，インターネット・イントラネッ

ト．データベース，文蒋管理システムである．

・ナレッジ・マネジメント計画内での主要な活動は次のとおりである（履多順）

口知識戦略の柳築
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ロナレッジ・マネジメントの訓練と認撤

□ＥＲＰシステムの爽跳

口股鮮な尖跳活JUjの典ｲ『

ロナレッジ・マネジメント状況のベンチマーク

ロ公式的なヅーレッジ・マネジメントネットワークの確立

口知撤共ｲ『している人たちへの報酬

ロ災務コミュニティの１W1発

口知識センターのhW築

・組織の25％は股商知撤担当役貝（CKO）であり，うち半数は専附予算やスタッ

フを保ｲ『している．

．ｉ；嬰な閲雌と挑|収眼鉢【ii）

口知撤共;ffの時間がない．

口梢報過多．

ロ右効な知識共有に利川する技術を利用していない．

口推進力の再発明．

□I11ii然知の抽促胴雌

採用の期火にもかかわらず，システム的に知識計画を開発してこなかったと

いう多数の組織がなお存在している．たとえナレッジ・マネジメントにおける

リーダーとして偲搬されゐこれらの組織でさえ，ナレッジ・マネジメンI､が広

随な紺紬であり，１１'tｲの蛎業活動の一部としてｲく．!'】.欠であるという以前に，す

るべき多くのことがあると傭じている．1999年のナレッジ・マネジメント調査

に対するＫＰＭＧ社の分析は次のとおり指棚した．423組織のうちの43％が,知

拙成熟の５股'1Wモデルのうち地初の段111¥(知椛カオス)だけであると災;l･したし，

２つの雌も兇股した段１Ｗ(-｝･レッジ･マネジメン|･され知細|i心)にあったものは10％

に制まった．

ロ
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２つの推進軸と７つの道具

どのようなｹ;'1細卿端が，細細の恩忠を１１‘'@大限に側川する細細であるのか．秘

の水の『知伽ネット『ノーク」では，２つの推進Il1llIと７つの戦略的道具を明らか

にした．第１の推進1iiIIlは，企難内の既〃知識の利用をすることである．これを

行うﾉj法は，岐岬のI私法の災ｲ１．を含み，問題の解決兼に関するデータベース畷
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発や完成したプロジェクトから学んだ教訓を引き出すとか，顧客契約の詳細を

組織的に記録することを含んでいる．この推進軸は，「われわれが既知であるこ

とだけが判りIしたなら」というように言い換えられる．彼らが必要とする知識

ゆえに，組織の一部である人々が「推進力の再発明」をするか，顧客の問題を

解決することに失敗することは，企業の何処にでもあるが知られていないし接

近できないことである．第２の推進軸は革新についてであり，つまり新知識の

刑造と新工程や製IYI，サービスへの転換である．より有効な創造性の育成方法

や，潜在的な解決を伴う合致しない顧客ニーズの調整，革新プロセスでの知識

流動の改善に熊点がある．

成功する知識イニシアティブの分析は，７つの一般的に利用された戦略的な

道具を指摘している．

・顧客知餓一顧客関係を通じた深い知餓の開発や，改善した製品やサービスを

通して顧容の成功を商めるために利用すること．

・製舶やサービスの知識一製品における知識の挿入と知識集約サービスを伴っ

た包囲網．

・人々の知識一学習価値と知識共有である人間能力の開発と革新的文化の育

成．

・プロセスの知職一はめ込み知識の事業プロセスへの導入，重要点での専門知

識への接近．

・組織の肥憶容品一一将来利用のための既存経験の記録，つまり形式知ベースの

棟式と卑門知撒志向者の開発のmIi方．

・関係知識一サプライヤー，顧客，屈用などへの境界領域を超えた知識流動の

改普．

・知蹴資産一知的賢本の評価と開発および開拓の杵理．

コアの道具は，人々や工程，製品における知識である．たいてい成功する知

識イニシアティブは．７つ道具のうちの２つか３つへの集中を要求する．

〕
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多面的視点

ナレッジ・マネジメントは，異なったものから異なった人々への移転を意味

している．組織学習，事業変革，無形資産管理，革新と情報管理イニシアティ

ブと結びついたナレッジ・マネジメント活動の事例が存在する．実際に７つの

］
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イニシアティブは，しばしばナレッジ・マネジメントイニシアティブと改称さ

れた．同槻な傾向で，文替管理システムや，グループウェア，知的検索代行ソ

フト，イントラネット・ポータルとして出発した多くのソフトウェア製姉は，

ナレッジ・マネジメントソルーションとして改称されてきた．ナレッジ・マネ

ジメントは，多くの異なった方法や，実践，道具に対して，便利な包括的な用

絡や亜点になるように発展してきた．この多様性は分野に対して豊かさを付加

したが，また混乱を生み出し批判を招いた．それゆえ〕lf実上，いかなるナレッ

ジ・マネジメントの記述も著者自身による用語の定義で始められる．私の場合

のナレッジ・マネジメントについての定義は次のとおりである．

「活気のある知識に関する明白で組織的な管理，および組織的目棟の追求にお

ける創造，巣合，組織分散，利用，開拓と迎合したプロセス」である．

これは混乱が生じている他の領域であるため，知識それ自体の定義を回避し

ている．「知識とは何ぞや」という疑問は，「ナレッジ・ネットワーキング』で

鮮細に取り組んでいる．管理の著者たちは，知識を多用な用語である「枠には

められた継験や価値，文脈上の怖報，熟練した洞察の流動的な混合物」として

紀述してきたし，「伝達されうるか共有されうる経験や情報｣，もっと単純には

「行動するための力賦｣として記述してきた．定義よりももっと重要なことは，

知淑の２つの主要タイプである形式知と暗黙知の一般的な区別である．それぞ

れは異なった方法での櫛理を要求する．形式知は，文蒋やデータベースのよう

なものとして分顛される．自転車の乗り方のような暗黙知は，経験上人々の頭

の中にあり，形式知としての表現が容易でない．この区別は，ナレッジ・マネ

ジメントに関する２つの補完的な視点に繋がる（図ｌ‐ｌを参照)．

ｌ対蚊としてのナレッジ・マネジメント形式知か形式梢概の仔理が強調され

る．この視点からの一般的な実践は，梢鞭監査，イントラネットの栂築，股

響の手法データベースの創造，コンテンツの分類と知識マップの創造へと導

かれつつある．

２知餓ネットワークの育成蹄黙知が人々の賊の中にあるゆえに，知識労働肴

の梼馴や彼らが働く瑚境が強潤きれる．「実務コミュニティ」の創造．作業空

川の分配による知識デザイン．学習と革新の奨励，熟練した対話と物語の創

造は，暗黙知の開発と分配を奨励するコアとなる実践である．

多くの知識イニシアティブを伴った問題は，最初の視点に関するあまりにも
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人的ネットワーク

▲
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組撞的

情報管理
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副 １ － １ ナレッジ・マネジメントの２つの補完的な見方

蚊い側lrIlを批起す為．イントラネットは定位ii'〔にあゐが，しかしⅢ〔'''１家は彼Ｉ.）

の知撤をデータベースに捉出しない．ＭＩＳ部門は，伽詳関係竹:j¥'1システムをﾉｋ

み出すが，しかしユーザーは利用することが厄介であると認撤し不適』'1なiUll純

を受ける．ナレッジ・マネジメントプロジェクトは、人々や_l皇ｲtll，コンテンツ

をfrむものよりも，むしろＩＴプロジェクトとして児られている．これは折猟

が誤っており，組織での知識の大部分は暗黙知である（約70％）ためである．１１Ｗ

黙知は把握することが困難であるため,注意しなくてよいということではない．

よいナレッジ・マネジメントイニシアティブは、これら２つの視点を支援する

組紬実践と密消した！;|･I1IIiへ統合する．そのような計画のよい測列がジーメンス

社でああ（以ドを参照)‐

ジーメンス社における知撤ネットワーク

ジーメンス祉は確実なナレソジ・マネジメントをしている会社である．U上界中

で190力Ililにおけ為44〃人の従業貝が知識を共有している．「ジーメンスリド贈り．－

ビス」（SBS)は1997年に挑戦に迫られた．多くの他のジーメンス.』f巣部I1Ilのよう

に，ナレソジ・マネジメントはボトムアップ活動として出発した．黙心な従業Ⅱ

たちがﾙﾘ雌せずに100以ｋのイントラネソトを椛築してしJﾐった．これら知倣･iＷ

）
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積を活用するために，ＳＢＳは世界的なナレッジ・マネジメント戦略と定義して

1998年にコアとなるナレッジ・マネジメントチームを作った．

ジーメンス社のヨーロッパ悩報マネージャであるアン・ユベルト・ニクスドル

フ（AnneJubertNixdorf）は次のとおり強調する．ナレッジ・マネジメントは主

として人々の諭点であり，「本当の作業知識は関係に存在」し，また｢実務コミュ

ニティは．知識ベース企業の爪大なブロック柵築」である．イントラネット技術

の完全な優位性をはかるために，ジーメンス社の一部では従業員が広範な内外の

知識である，股響の手法や,顧客相手のデータベース．専門知識の名簿,プロジェ

クト・データベース，産業ニュースなどにシームレスにアクセスするために掲示

板システムを榊築した．掲示板のユーザーは３つの段附に分額される．一般ユー

ザー，実務コミュニティ，熟練柵である．

実務コミュニティはジーメンス社では広範に普及した．たとえば，半導体製造

は，エッチング（腐食鯛版術）やリソグラフイ（平板印刷）のような特別テーマに

関する実務コミュニティは，100から150人が共布や学習に参加しており，そのう

ち10から20人が世界クラスの熟練者である．梢報通佃ネットワークにおける世界

規模の販売は，他のコミュニティである．解決知識を世界的に共有するために，

「共有ネット」（ShareNet)と呼ばれるシステムを利用している．2000年10月

の報道者会識において，ジーメンス社のＣＥＯ(最高経営責任者)であるハイン

リッヒ．ｖ、ピエラー（Heinrichv,Pierer）博士は，マレーシアにおける現地法人

の砺例を述べた．博士は．クアラルンプール(KualaLumPur)およびその新しい

飛行場とリンクした,マルチメディア超回線に対する光ファイバーであるＡＤＳＬ

ソルーションに価を付けるための機会を持った．現地法人は入札の知識を持って

いなかったが，「共有ネット」でliil棟のネットワークを｢デンマーク通信社」（Tele

Denmark)に供給したというデンマークの同僚を見つけた．「共有ネット」の他の

利用将は,価仙の商い半導体を提供したし,戦略を提起した.結果的に,ジｰﾒ

ﾝｽ社は実験プロジェクトの注文を受けた．

コミュニティの１つはナレッジ・マネジメントコミュニティであるということ

はFiうまでもなく．ジーメンス社が共ｲする150以上ものナレッジ･マネジメント

プロジェクトからの経験と教iU||がある．ジーメンス社のナレッジ・マネジメント

は，会社のナレッジ・マネジメントにおける掲示板によって監督されており，ま

た会社のナレッジ・マネジメントオフィスにおいて専門知識のIIi心的なコアが存

－
１

／

（

８



在する．股蒋のナレッジ・マネジメント実践の共打と同様に，’''心的な役割は，

統雄，奨励，iiMl1Wf，支援のうちの１つで帥)る．ナレッジ・マネジメント遊興を,;‘ド

価し，ｌ肥社し，将来にliIlかって道蹄地側をIHI発し，イミ米の脱祝チームを知拙維満

に組み合わせる．その全休の視点は，社会技術システムとしてのナレッジ・マネ

ジメントの１つであり，ナレッジ・マネジメントプロセスは，最讐の人々と最普

の技術を統合する．ｅビジネスはジーメンス祉を礎拝させつつあり，ナレッジ’

マネジメントは４つのコア拙築のブロックの１つとして1,&られておI)，瓶j亀ネッ

トワークと人間ネットワークはジーメンス社のＧコミュニティにおける補完物

である．

ジーメンス社でのケースとliil様な事例は，狗効なナレッジ・マネジメント制・

l1IIiは性徴において余休論的で沙)るということを脱IⅢしている．多くの成功して

いる計画の分析は，繰返し発生する吸大な成功要因が，以.ドのとおりであるこ

とを示している．

・組織戦略と卜|標への明瞭で形式的なリンク．噸業11標の迷成のために知識の貢

献は，’ﾘl碓に述べられる．‘1Ｆ雌戦略と維僻企llI1iを|冊l発す為際に知,識がIﾘj''1に.り

嘘きれる．

・人を動かすビジョンと設計．これは，容易に理解され意思疎通きれる，単純で

視覚的な枠組みである．紺識の成功での知識の役荊を表現し，将理に対するjlK

要な稀!liljと蛮係を描いている．

・知識リーダーシップ．組織を通じた知撒'ノーダーがいる．トップ・マネジメン

トは知識計画表に協力的で実際に推進さえ行う．個別には最商知識担当役ｕ

（CKO）のように，知識の適用と待理を通じて企染戦略に対する特別な責任と

拡狼を持つ人がいる．’1f業を通じた知撤トップがｲＭｉする．

・光分に開発された11州lと伝進インフラー｢ハード」・インフラ．物理的レベルで

臆，作業立地からの企業ネットワークへのアクセスに対して信頼ができ，敏感

であるに違いない．知識共有は，オンライン・コミコニテイの特理に対するイ

ントラネ･ソトや施設のような，共liij技術の広範な組織の妃附により促進され

る.加えるに,いくつかのグループでは,愈胆決定支援システムと取例批愉ベー

スのような，特定のコンピュータ基地の知識道具を必要とするであろう．

・知識創造と文化共有一｢ソフト」・インーフラ．これは時には、人々が関係する要

業を扱う難しい問題を反映する「ハードＩ（閲雌）・インフラとして薗及される．

１
１
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これは，知識共有と実験,革新を奨励する環境である．作業醐境や個人の行動，

符理スタイルのように．「ここでは発明されない」「知識は力である」という態

度を分析するために，報酬と泌可が手助けする．

･継続学習の強調．回顧や反映に対する熱狂した日々の活動を振り返るために，

個人やチームに対して時間が与えられ，促進さえされる．どのように組織の効

率性と逆行が改替されるかについての譲諭が起こる．将来の利川に対して．学

習した教訓が紀録され，分顛される．失敗は必ずしも不利ではなく．学習機会

とみなされる．

･システム情報と知識プロセス．情報と知識は活力ある資源として管理され，た

とえば拠点としての知識センターを保有する．文件の形式と胎質をカバーし，

データベースや他のコンテントヘの提出を行う坐祁と手統きがある．紀蝕や知

淑所右，確謎．評価，防御のライフサイクルをカバーする明瞭な政簸が存在す

る．上級管理者は，通常は知識資産や政莱，プログラムを回顧する．

豊富な手法

「ナレッジ・マネジメント」は，もともと利用されてきた従来の櫛理手法を

災約したものである．ナレッジ・マネジメントのプログラムとして知られてい

る代表的なものを表１－２に示す．この表では，ナレッジ･マネジメントサイク

ルのフェーズ別にグループ分けをした．こうした手法は，ＢＰ社のアフターアク

ションレビューのように，組織に広く行き渡った技法として今後定蒲するであ

ろう．これらは，将来，組織のコアプロセスやビジネスの手法に利用され，各

樋手法の組み合わせに専門家や外部コンサルタントの支援を必要とするであろ

う．ナレッジ・マネジメントの知識専門家にとって爪要なのは，知識の催理手

法に対するノウ・ハウよりも，知識がいつどこで利用されるかということであ

る．

梯々なソフトウェアツールは，ナレッジ･マネジメントの手法を支えている．

例えば，「建築専門知識ディレクトリ」や「知識シソーラス」のように，ナレッ

ジ・マネジメントのソフトウェアパッケージとして知られており，こうした知

識ソフトウェアツールの機能性や汎用性は，飛踊的に拡大してきた．ＩＤＣの報

告では，2003年までに「フォーチュン500社」が，貧弱なナレッジ・マネジメン

トシステムの利用によって315億ドルの利益損失をもたらすと予測している.火



知職サイクル段階

創造

明示 化

収集

組織 化

共有／分担

学習

応用

市場性開発

保霞

評価
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表１－２代表的なナレッジマネジメント手法

手法

創造性の技法

シミュレーション

柵造化ダイアログ

知織在庫

(情報監査）

内容分析

テキストマイニング，

概念分析

プロファイリング

知織の顕在化

検索

シソーラス管理

知臓マッピング

最善の手法

知識共有のイベント

実務コミュニティ

部門間協力チーム

ワークスペース股計

アフターアクションレピュー

恵思決定ダイアリー

プロジェクト履歴

物語を話すこと

学習ネットワーク

恵思決定支擾システム

プロセス管理

知的資産管理

知的財産枢管理

ＫＭアセスメント

ＫＭベンチマーキング

知的資本会計(ＩＣ会計）

解説

思考力を促す技法．ブレインストーミング，言霞連想法，概

念地図法

ビジネスプロセスの相互依存性と因果関係，

会鯛の会賭の流れを欄造化し、蛸点を体系的に取り組む．

中核知臓とその出典，利用者及び利用の明砿化．

アクセス権，レビューデータを記録する．

共通テーマまたは矛盾を明確にする書頚，面接，会濃など．

内容分析プロセスを支掴するコンピュータ技術．テキストド

キュメントから主要慨念を引き出す「概念地図法」（知臓地

図作り)．

データベースが部門や名前でなく，人々のスキルで組繊化．

意思決定や思考過程を引き出しシステムに埋め込むルール化．

インターネット上の検索エンジンを通じて収集される知識．

ドキュメントやキイワード付与の統括鶴戴の開発．

ビジネスプロセスと知職要素との相互関係．階層ツリーなど．

特定のビジネス活動で最善の手法は体系化され共有．

知識のクリエーターと利用者を仲介するイベント．

共通の関心事を結びつける非公式な知識ネットワーク．

異なる知職や経験を持つ人々による．

築中思考のためのワークエリアと共有エリアとしての「知職

カフェ｣‘

皿によって開発された！学習を引き出すためのアプローチ．

意思決定の改善やリスクの低減の為の仮定や代替案．

プロジェクトの結果についての公式記録．

逸話や物語形式による知識移転や組織内学習のためのツール．

個人開発と組織学習に函点をおいたネットワーク梱築．

窓思決定への柵造化したアプローチによる，知臓検索応用．

知臓利用への体系的なアプローチとしてのビジネスプロセス．

市場性開発は，知識製品開発や知的財産権のライセンス供与．

価値ある知識の保護は，意匠，特許，著作権，登録商標を含

める．

異なったＫＭ手法が応用される限界と品質の再検肘．

組織を柚断する知職共有，外部評価者による評価プログラム．

人的資本，柵造資本と顧客資本など知的資本を測定する指標

の開発，「計測できるものは管理できる｣．



部分のナレッジマネジャーは，技術そのものが狼たる喫閃でないという．火ﾉﾉ

の1,1L方は，「知拙化への挑戦の10％は技術的なもので,２０％はコンテンツとプロ

セスにかかわるもので，７０％'よ人iIIlに側係するもの｣という．そこから，ナレッ

ジ・マネジメントの成否そのものは，大部分が「知紬イニシアティブ」に依ｲI：

しているといわれる．すなわち企業文化の変革，脚己啓発計lIIiiに対する知撒|＃ｊ

発の取込み，知洲戊献に対する偲撤は，ナレッジ・マネジメント・プログラム

の中核なのである．

［

知識による価値

Ｉ
’ 企業IllIi(|f〔の大部分をｌｌＷＩ成するのは，ルⅡ細の撫形資産にある．企堆11111値は，ブ

ランド，顧客価値，特許，商標のようなものから知拙全休まで含まれる．多く

の企業は，会計十，財務分析家，監布役によって物財盗産を計算するにもかか

わらず，自社の無形資雌の測定を体系的にしようとする企業は少ない．「報併さ

れない」無形資雌は，一方で企雌の知的資本をさす場合が多い．｜限抑上の価仙

と市場上の価値の間に拡大しつつある格差は，知的資本自体を計測すゐプログ

ラムの必要性を示唆している.こうした取組みで先駆的組織として有名なのは，

スカンデイア社である．スカンディア社は，1994年から知的資本を削測しi/j:し，

半期財務報告11ドを追加発炎しており，近年，追随する企業も多くなってきた．

1998年デﾝﾏー ｸの貿易雌業櫛は,「知的資本柵１両射を作成し,実行111能なガ

イドラインを作るため，極々の組織へのパイロットプロジェクトに耕乎した．

ＫＰＭＧ社の1999年「ナレッジ･マネジメント洲在」では，７０％以上の1,1祷粁

にナレッジ・マネジメントがコスト削減と収維改泌をもたらし，２８％の1111群荷

にナレッジ・マネジメントが株主利益を増やすと期待していたことが報伴され

ている．こうしたことは，ナレッジ・マネジメントと知的資本との間の因果関

係と理解できる．それは鋪ｌに，スカンディア社とセレミ社のように，大部分

の企業は，門祉の知的資本を測定する適切な方法を持っていないこと．第２に，

ナレッジ・マネジメンI･油動の結果としてﾉﾋじる‘If業便益との阿呆関係が，襖

維でありすぐに解明しにくいこと等があげられる．

ｒ二



知的資本の測定

知的淡水〈mtcllcctu【,lCapital:ＩＣ）の測定に関して幾つかのﾉj法がある．その

人部分は，スウェーデン人のＫ､Ｅ，スヴェイビー（KarlEI･ikSveiby）の研究に

よって考案された．彼は｢無形資産モニター｣，すなわち３つの無形安産カテゴ

リーとして顧蓉(外部的椛造)と組織(内部的柵造)，そしてコンピタンスをあげる．

これら３つのカテゴリーは，さらに効率，笈定性，成促とリニューアル桁標に

分けられている．無形資雌の測定システムは，９つのカテゴリーにおいて指榔

のバランスが取られていることである．類似の知的資本の測定システムには，

スカンデイア・ナビケーターやインテレクチュアル・キャピタル・サービス社

のＩＣインデックス・rM，そしてフイリップ.Ｍ・フェルソン社のインクルーシ

ブ･パリユエーション・メソードロジー（IVMIM）聯がある．知的擬雌の11ルパ化

とカテゴリー別のグループ分けでよく用いられる細分化は，

１．人的資本一｢個々人の心のなかにあるもの｣．知識，コンピタンス，経験，

ノウ・ハウ．

２．柵造的賛木一｢夜従災Ⅱが州宅した後，蝿されるもの｣．，没州機器，‘'1州lシ

ステム，データベース．

３．顧客資本一｢顧客との相克関係｣，忠誠心，ブランド等．

知的財賑権には，主に商標，特許，意匠，著作権，ライセンス等がある．こ

れら各カテゴリーが，組織{I的と結びつけられ，これらをjWl11iできる柑概も'''１

発されている．ここで注意しなければならないのは，「知的盗本会計｣をⅡｲ務会

計と比較するとき，あい異なる要素が追加できないことである．つまり，ドル

のような共通の測定単位がない異なった資雌の組み合わせは，部分的合計より

も商い価仙がある時もある．知識r1体の特徴から縦じる混乱は，知的資本会計

が会計聯門家に受け入れがたいということである．知的査本測定の尺度を推紺

測定の中核部分として査定評価するシステムは，主要な資産の保護や拡大に

とって管理上，重要となるであろう．

］ヅ
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ｌ
ｌ
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本質的価値

上述の知的資本測定システムを使っても，知識価値を計測する絶対的項目は

判断し難い．その理由は，知識価値がコンテンツと時間に依存しているからで

ある．価値自体は，「兄る人の1-1｣のなかにある．知識価値の認知こそ，知搬供

１
－
１
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表１－３知職に価値を付加する１０の方法

１
ｔ

タイムリー

メタ知蹴

検鉦と査定

アクセシブルとユーザブル

カスタマイズ

コンテクスキュライズ

関連付け

ノウ・フー

精緑化

市場化

最新の知職は，一般により高い佃段に値する．

知戯に関するディレクトリ，インデックス，要約，摘要など．

コンテンツが正確で，随かで有効である．

正確な知職は，利用者をすぐに関迎性のある項目に導く．

利用者に直接閲迎する知職だけが提供される．

効果的利用やガイドラインの叩例が提供される．

閲迎したドキュメントと知職源へのリンク．

深い知識や見職を加える専門家への接線と窓口の詳細‘

知識は利用を通じて絶えず要約され，改善される．

マーケティングは需要の創出に役に立つ．

「

１
ｔ

給者にとってその価格を箪定する上での挑戦となる．知識供給者は，郁々の状

況下で特定の顧客やグループ・ニーズの価値について認知・学習し，ビジネス

に付加価値をどうつけるのかを知る必要がある．そこでは，本来の価値と関係

なく，暗黙知のような知識の本髄的価値を高める包括的な方法がとられている

（表ｌ‐３)．こうした方法は,顧客や消費者の時lⅢとカネを節約し収入を蛎やし，

新たな事業機会を生み出す．また，リスクを最小限にするであろう．

実用価値

知識は，本質的価値を越えて共布し利用される時，知撤自体に効用価値が生

じる．実用的な知識は，迅速な問題解決，「ビジネスプロセス」の効率改善や製

品開発などに役に立つ．ナレッジ・マネジメントのツール，技術や基盤は，実

用価値を股大化する.これは,表１－１で例示したものが利用されている.ナレッ

ジ・マネジメントの最大の問題は，活動の結果として生じる尖利的な便益との

関係を明確化することである．こうした関係の明確化に役立つツールには，次

のナレッジ・マネジメントのベネフィットツリー（図１‐２）が利用できる．

ナレッジ･マネジメントの直接的便益は，図１－２左側に示され，怖撒と知識

の処理に密接に関係し，これらは定肱化可能な領域である．アーサー･アンダー

セン社の内部調査では，イントラネットベースのナレッジスペース⑭を利川し

たコンサルタントたちが，節約した時間の定最化をおこなっている．コンサル

タントたちは，平均的にレポート作成で6.7時間，作業プランと提案で6.5時間
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図１－２ナレッジマネジメントのベネフィット・ツリー

も節約していた．同様に，知識への効端的なアクセスは，更なる便益をもたら

し，仕事のやり方の共右が，効率の低いグループのパフォーマンスを改善する

のに役に立つ．結果|的に中間的な便維は，決卸に影響したり顧客サービスの|Al

l:にも．典献し，全体として広範な組織ｋの利続をもたらす．

こうした因果関係の'ﾘl碓化や定雄化には，‘|州iや知識が組織内部に拡散する

ことで，応用の方法についての分析を必要としている．この場合，各種ビジネ

スプロセスは，知識の投入一産出との結果において「知識フロー」の観点から

検討すべきである．すなわち，‘l1li報慌在の期川に収災し，アウトライン･ツリー

を作り上げ分析することである．アウトライン・ツリーには，多くの価仙fIllIlI

の経路がある．これらは，凶１‐２にみられるように新規採用者に対して蓄積さ

れた組織知識へアクセス権を与え，新人社員が職容にサービスを提供する「使

える知拙」を持つことで，新入社貝はよりよく熱迷するであろう．

ベネフィット・ツリーが雌味するように，組織の使枯は，知紬を必典とす為

人々への知融拡散から生じる．それは，あい異なる知識源泉の組み合わせによ

る暗黙知と形式知の交配から形成される．暗黙知は，表１‐３で表されるように

蛎突上の価仙を支配している.ある状況で知識をどのように利川するかは施過，

解釈，決定を通して史新されている．しかしながら，略燃知はアクセスしにく

いことから，それがデータベースのような形式知に体系化できれば，共打可能

な知識資産となる．それゆえ知識イニシアティブのように，人々の頭の中にあ

る知識独得に対する時間的労力に投盗することが敢要となる．知搬化への投資

鋪１章知識を内部から外部へＪｊ

知識損失の低減より良い知職共有 新入社員が有能にな
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は，知識に潜在価値がある場合，無駄にはならない．知識がユニークなもので

あり，再利用が可能で知識所打者からアクセスが雌しい場合，もしくはその知

蹴を失えば組織が困窮する場合，知識への潜在価値は益々高くなる．こうした

暗黙知の大部分は，その性質上，明確化しにくく体系化しにくいものである．

むしろ，知識ワーカーと管理者が直面する課題は，個人に所有されている知識

のどの部分を体系化すべきか，あるいは体系化可能なのかを峻別することであ

る．

体系化と価値

知撤そのものは，よく似た形で進化している．野中と竹内は，「知識スパイラ

ル」の概念を川いて，知織移転が個人レベルから組織レベルへ進むように，個

人の略黙知が体系化されたり拡散されるメカニズムを提示した．また，ボイソ

ト（MichealBoisot）は，「Ｉスペースモデル」を通して知識が，様々 な維路を辿

る形態について述べており，このＩスペースモデルに３つの次元があり，体系

化と抽象化そして拡散である．典型的な進化の維路は，体系化されない個人知

から体系化された所有知へ，そして拡散された一般知(客観知)へと向かう．股

終的に常識のように拡散されたが，体系化されない知識へと分化する．知識が

発展するにつれて，分解され・細分化され様々な形態で再結合し，暗黙知から

明示知へと変容していくのである．その逆の場合もまた同棟であり，体系化さ

れた知識を典めたデータベースは，より大きくなり広く共なされていく．

新しい知識体が,時間をかけて進化するにつれて，価値自体も変容していく．

こうした時間と価値の関係グラフを図１－３で示した．アイディアの多くは，初

期段階において，学術論文やメモとして部分的に体系化されているものの，そ

の時点で，特にビジネス上の価値はない．これらアイディアが鞘徴化され，応

用される時，創意としての適用可能性や有用性に関する知識が期殖する．こう

したアイディアが売り物になる為には，投資と労力を必要とし，途中で挫折す

る場合も多い．この段階では，エミュレーター（模倣初にとってマネることが

できない知倣をjWやすことができる．こうした知識拡散は，有効性と共有愈欲

を前提としている．知識の体系化と比例して知識伝達への時Ⅲl配分について均

衡のⅢ題が生じる場合がある．

知撤体形成への需要があるとき，組織は知職開発の技法を必要としており，
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図１－３体系化とゆっくりと時間をかけての知職の衰退

コンサルタント会社のサービスによって，知識開発の訓練がなされる．こうし

たサービスの利用を通じた洲熟は，標耶化をもたらし，知撤開発の技法や訓練

を体系化するのに用いられる．これら知識の塊（チャンク）は，棟々な形態で応

用でき，その体系化がやがて商品化にもつながってくる．一方で，知的資産の

希少性は，知識価値が瞬間新にとって高くとも，低価格化を招くことから，知

撤所有者は，附買者や従業貝との契約によって知織拡散を制限しようとする．

例えば，コカ・コーラの化学式のように価値ある知識は，少数の人々に限定す

ることによって守られている．ところが，知識拡散を制限しようとする人々に

とっての現実は，知識が洞洩しやすいという事実である．たとえ「知識漏洩」

が発生しなくても，同じ領域分野の作業によって似た知識が創られたり発見さ

れる機会は多い．こうした知識拡散によってもたらされる低価格化は，結果と

して需要を刺激する．例えば，ソフトウェア開発の事例のように１万ドルの製

品は，数千部しか売れないが，同じソフトウェアを100ドルの市販製品に包装し

直したら，１００万部以上販売され，商い収益を生み出す場合がある．知搬製品や

サービスについての価桁判断は，どの知淑ビジネスにとっても大きなチャレン

ジなのである．コンサルタント会社のように増え続ける知識ビジネスは，顧客

に提供する便益の面で知識資賑を理解できる価格形成する方式へと変わってき

ている．こうした価格形成と体系化の戦略については，第３章と第５章で群し

）

］



ナレッジ・マネジメントを超えて

組み合わせの価値

集約された知識は，部分的な知識の合計よりも商い付加価値がある．複数の

知識源から情報収集するには，時間と金がかかる．そこで知識の消費者は，「ワ

ン・ストップ・ショップ」から恩忠を享受することができる．そこでの絹典さ

れた悩報は，亜複した部分が除去され，専門化された知撤による斑かさや深み

が，新しい見識を提供するであろう．ここで強調されるのは，暗黙知と明示知

の組み合わせである．知識の体系化とは，知撤単体での価値が低いが，人間の

判断や経験を付加すると価値を商める．例えば，地質図や地震データは，石油

探在した地質学肴の知識と組み合わさった時，商い付加価値をもたらす．他の

知識と組み合わせられない知識の価値は，減衰し目減りしていくであろう．

Ｉ
ｒ
ｌ

〔

』８

〈述べる．

ナレッジ・マネジメントが導入されても，これを一般化して自社のビジネス

プロセスや意思決定に組み込み利用する組織は少ない．大部分の組織は，知識

を骨理するアジェンダを有していない．研究開発やマーケティングのような組

織機能は，ナレッジ・マネジメントを進化させる可能性が商い分野である．ナ

レッジ・マネジメントは，企業監在，会計，アウトソーシング，リスクマネジ

メント，吸収合併計画のような領域にも影騨を与える．今後，ナレッジ・マネ

ジメントが,組織の日常活動の一部になるとき，個別の知識イニシアティブは，

櫛理業務にとって不可欠の部分になるであろう．

ナレッジ・マネジメントは，進化するにつれて，知識マッピング，知的資本

測定のような専門分化を発生させるであろう．そこでは,研究開発,マーケティ

ング，顧客マネジメントのような活動と緊密に連鵬する必要がある．改善すべ

き技術やソフトウェアの問題解決手法は，知識を生かすための革新的方法や機

会を生み出している．知識がポータブルになりパッケージ化されてこそ，知識

労働者がどこにいてもアクセスできるようになる．とりわけ人工知能は，コン

ピュータに知識労働者のニーズを予測して，予め知識を検索することで知識

労働将と共生的なパートナーとなるよう利用することができる．ナレッジ・マ

（

／

r、
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既知の知臓の共有、▲
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外部熊点

イントラネットエキストラネットインターネット

図１－４ナレッジマネジメントの内部焦点から外部熊点へのシフト

ネジメントが，コンピュータ化されたプロセスのなかに組み込まれるとシーム

レスになり，組織内部に浸透していく．

近年，組織内部の観点から「外部の観点へのシフト」の傾向がみられる(図１

－４)．知識イニシアティブの多くは，現有知識の再利用からスタートして，内部

プロセスを改善する方向に向けられる．知識製品やサービスを創造するための

注意努力こそ，知識革新の脈動力となっている．こうした傾向は，企業組織の

枠を超えてナレッジ・マネジメントの適用範囲を押し広げている．そもそも組

織が，自らの知識を価航ある内部資産として認識するならば，どうして知識を

対外的に活用しなかったのであろうか．

こうした変莱は，知識共ｲiの成功要因としてのイントラネットの利用でも知

られている．イントラネットの柵築や改善は，知識イニシアティブの取組みの

一端でもある．イントラネットの狙いは，組織内部での知識共有の単純化にあ

り，そこで有用なコンテンツが期えることは，顧客にとって興味のあるもので

ある．インターネット上のウェプサイトで悩報を有効にするためには，イント

ラネットのコンテンツをエキストラネットのコンテンツに転換することであ

る.その場合,取引に関連するイントラネットのデータベースやアプリケーショ

ンへのアクセス権を与えることである．このように知識柵報の外部志向化は，

「梢報や知識の方向性」をアウトサイド・インと同時にインサイド・アウトに

よる双方向で組織一市場I川を横断的に冊報や知識が流通することを意味してい

る．

〕

〕
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アウトサイド・イン（外部市場知顔の内部化）

組織知識として亜要なものは，顧客知識である．噸容ニーズ，ビジネスの成

功要因について知ることは亜要であり,如何に顧客が製品やサービスを利用し，

これらの何を改善すべきかである．「顧客知識管理｣の善し悪しは，組織と顧客

間の相互作用によって知識を猿得し，分析・普及・応用させるためのシステム

栂築を必要としている．販充要貝は，賊買や話し合いによる「アクセス」を経

て，顧客経験を向上させることができる．こうしたサービスの代理人は，顧客

が聯入した製品についての詳細内容，サービス記録，問題解決プログラムへア

クセスする必要が生じる．

インターネットは，顧客梢報の取得と利用に関して新しい境地をもたらした．

帆勾の愉報は．自動的に収果され，利用者に関する知識は．ウェプサイトのどの

ホームベージに顧容の誰が訪れるかまで既に想定されている．「クッキー｣といわ

れる「情報の断片」がパソコンに弧され，利用者が同一･のサイトを開けるときに

ウェプサーパーにカスタマイズされている．こうしたソフトウェアやサービス

は．利川新のサーフィンパターンを分析し，ウェプ上データを顧客や個人に関す

るデータベースにリンクしているのである．この点は鋪６章において，インター

ネットとオフラインの顧客知識の収兆において取り上げる．

インターネット上で,組織内へ知識流入を促進するには幾つかの方法がある．

通子メールの上手な利用もその１つであり．使川頻度は低いものの池子メール利

川によるディスカッションやウェプベースのフォーラムを利川している知識コ

ミュニティもある．これらは,わずかな調在費用で市泌知識が利用可能である(第

３章「知識コミュニティ」を参照)．

１
１

インサイド・アウト（組織内知職の外部化）

組織活動そのものは，外部市場に価値ある知識を生み出している．例えば，

洗剤に含まれる化学物質の情報は，製姉自体に様々な知識が既に埋め込まれて

いる．製品設計に投入される知識の大部分は，直接顧客に利用されるわけでは

ないが,同業抑IIIlで製品自体に埋め込まれた知識を十分に活用する機会がある．

事例として，設詮・施工をするエンジニアリング会社の継験的知識は，ノウ・

ハウという形で訓練や助言サービスとして事業用にパッケージ化され，市場に

出されている．これらの経験的知識の源泉は．商取引の結果，刷廠物として生

（
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