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近年知識経営という経営方法が注目を集めているが，知識というものは不可視のものであり，その経営方法を評価する

ことは難しい．本研究では，株式会社日立ソリューションズ・クリエイトと共同研究を行い，知識経営を評価するために，

メトリクスの作成をすることとした．メトリクスの開発のために，知識経営プロセスを8つに定め，各プロセスにおける到

達目標をレベル分けし，基準を設定した後に，知識経営浸透度判定基準を作成し，評価を行った．	 

	 

Knowledge Management is one of the notable management methods, but knowledge is invisible and not so easy to evaluate its 
results. In this paper, a knowledge management metrics is developed and is applied to evaluate an IT enterprise. The metrics are 
covered 8 knowledge management process and 6 capability level. 
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第 1章	 はじめに 
 
1.1	 研究の背景	 
近年知識経営という経営方法が注目を集めてい

る．正しい経営判断をするには，置かれている状

況を正確に分析・確認をする必要がある．知識経

営においては，「業務に関する知識」を評価したい

が，全ての知識の状況を体系的に見ることは困難

であり，知識がもたらす成果の測定方法について

も研究の段階で，実用的なものはほとんどない．

よって，企業が知識経営を取り入れようとしても，

知識の状況や成果を測定できないことが弊害とな

り，進捗状況や効果を十分に把握できていないで

いる．  
 
1.2	 研究の目的	 
これらの背景を踏まえ，株式会社日立ソリュー

ションズ・クリエイト社（以下 HSC）と共同研究
を行い，知識経営を評価するために，メトリクス

の作成をすることを目的とする．さらに，知識経

営というものを通して，HSC全体や，個人におけ
る強みを明確化し競争力を高めることも支援する． 
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第 2章	 知識経営とは 
 
2.1	 知識経営とコア・コンピタンス経営 
知識経営とは，個々人の知識や企業の知識資産

を組織的に集結・共有することで効率を高めたり

価値を生み出したりすることであり，そのための

仕組みづくりや技術の活用を行うことである． 
知識経営の一形態としてコア・コンピタンス経

営がある．コア・コンピタンス経営とは，企業の

持つ強みに注目し，強みを生かした事業を拡大し

ていく経営手法である．[1] 
 

2.2	 知識経営の現状	 
みずほ情報総研の吉川日出行は，「厳しい経営

環境の中で効果が直接見えにくい分野への投資は

避けられる傾向にあり，全社でナレッジマネジメ

ント（知識経営）に取り組むとなると大がかりな

ものになる割にはどこが担当すべきか不明確であ

るため，何から着手すれば良いかわからない人が

多い」[8]と述べている．知識経営における“知識”
というものの計測の難しさが，一歩踏み出せない

障壁となっていると考えられる．  
 

第 3章	 メトリクスの開発 
 
3.1	 知識経営のプロセス	 
知識経営プロセスの見える化を図るための，メ

トリクスの開発のためには，まず知識経営のプロ



 

セスを定める必要がある．どのような目的をもっ

て，どういった範囲の知識を得るかを理解する「前

提・環境の理解」，どういった知識があるかを探索

し，成果を記録・開示する「知識の発見」，探索結

果をレビューし，内部で価値評価を共有し，定義

形式を定める「定義」，入力，編集，保守の方法を

定めて実施する「蓄積・公開」，事業や社内業務に

おける活用方法を定めて実施し，モニタリングす

る「活用」，また，実際に事業に起こしていく際に

は，知識の活用とその効果，あるいは負荷を外部

的・定量的に評価する「検証」や，知識が増え，

質が高まるように，人材教育と経験獲得を推進す

る知識の「育成」，知識をより有効に活用すべく，

事業や社内業務を改革する「拡大」が必要となる．

以上の，8 つが，知識経営における重要なプロセ
スであると仮定した． 

 
図 1	 知識経営における 8つのプロセス 

 
そして，これら 8つのプロセスを前述した SECI

モデル[2]の 4つの知識変換プロセスと対応して考
えた．暗黙知から暗黙知への変換である「前提・

環境の理解」と「知識の発見」は「共同化」，暗黙

知から形式知への変換である「定義」と「蓄積・

公開」が「表出化」，形式知から形式知への変換で

ある「活用」と「検証」が「連結化」，形式知から

暗黙知への変換である「育成」と「拡大」が「内

面化」と対応する． 
 

3.2	 プロセスにおける知識経営の浸透度	 
今回各プロセスにおける知識経営の浸透度を計

測するために，CMMIの 5つの成熟度を採用した．
成熟度レベルは，組織におけるプロセス改善の進

化の段階を定義したものである． 
そして，この CMMIの 5つの成熟度レベルに準

拠して，各プロセスにおける到達目標を 0 から 5
の 6つのレベルに分け，基準を設定した．それぞ
れ＜レベル 0＞なにも実施されていない，＜レベ
ル 1＞実施されることがあるが成果が残るとは限
らない，＜レベル 2＞組織活動の一つとして存在
し，実施されたことが組織全体においてみること

ができる，＜レベル 3＞実施手順，成果物，検証
方法などが共通的に定義されている，＜レベル 4
＞定量的な実施目標が設定され，実施過程がモニ

タリングされている，＜レベル 5＞モニタリング
結果に従い実施・管理方法や目標が見直しされ，

最適化が進められている，と設定した． 
 

第 4章	 知識経営活用の測定 
 
4.1	 対象企業について	 
4.1.1	 対象企業概要	 
今回，本研究を進めるにあたって，HSCとの共

同研究で進めることとなった．HSCの事業内容は
多岐に渡り，各種資格取得者が多数存在し，広い

分野に渡り高い技術を保持しているが，企業の成

長のために，持続的に新しい技術や知識獲得する

ことが課題となっている． 
 

4.1.2	 対象企業における知識経営への取り組み	 
以上の現状を踏まえ，HSCは，自社の高い技術

を活かした独自製品の拡大を狙っているが，その

ためにはまずは自社の事についてより理解する必

要がある．そこで，HSC は，知識経営に着目し，
強みを明確化するために強み発表会と，強みカー

ドの作成•交換という 2つの活動を行った． 
 

4.2	 強みを明確化するための 2 つの活動	 
4.2.1	 強みカード	 	 
4.2.1.1	 強みカードとは	 
強みカードとは，活動単位に関連する個人の強

みを記載した名刺サイズのものであり，それを全

社員（出向受け者，役員を含む）が作成し，社内

で交換をする．強みのレベルは★（教育受講レベ

ル）～★★★★★（全社をリード）の 5段階で表
し，強みタイトル，活動単位（事業ドメイン名（事

業），顧客セグメント（営業），業務機能（スタッ

フ）），強みの詳細等を記載する． 
 

4.2.1.2	 強みカードの交換方法 
強みカードを交換することによって，知り合い

が増え，新たなコミュニケーションによりシナジ

ー効果が生まれると期待される．また，組織に対

して個人単位でどのように貢献しているかという

ことを考える良いきっかけとなり，モチベーショ

ンの向上も期待できる．交換する相手は，HSC員
であり，交換する場やタイミングどんな時でも良

い． 
 

4.2.2	 強み発表会	 
強みカード，強み発表会という 2つの取り組み

の中でも，今年度は強み発表会にフォーカスを当

てる．強み発表会とは，各部門に部課長が中心と

なって各々の部門の強みを資料にまとめ，発表し

てもらうものである．発表する内容としては，活

動単位の説明，コア・コンピタンスの説明，成長

戦略，まとめ等を以下の図の形式で PPT資料にま
とめてもらう． 



 

 
4.3	 メトリクス測定	 
4.3.1	 メトリクス測定の準備	 
開発したメトリクスを基にして，強み発表会の

資料から評価をしていくこととした．それにあた

り，HSCには数多くの部門が存在し，業務も幅広
く取り扱っているため，大きくライン部門，営業

部門，サポート部門の 3つに分類し，メトリクス
を作成した． 
また，HSC全 84部門を評価するにあたり，評

価シートを作成し，8 つの視点における評価をメ
トリクスに基づいて評価を行った． 

 
表 2	 知識経営浸透度判定基準（一部抜粋） 

視点 レベル ライン部門

前提・環境の理解 0 レベル1のいずれの事項も記述がない

1 顧客が誰か（どういう業種か）が述べられている

2 顧客が欲しているものが定性的に述べられている

3 顧客の業界や企業を調査していることやその成果が述べられている

4 顧客の業界や企業を、定期的かつ定量的に調査していることやその成果が述べられている

5 顧客の業界や企業を、協力体制を整えて定量的に調査しつつ、定期的に調査方法を評価改良していることやそれらの成果が述べられている  
 

4.3.2	 メトリクス測定の前提の確認	 
 
今回の評価とは，「強み発表会」の資料が全てで

あり，記述の有無で評価したため，実情よりも評

価は低くなる可能性が想定される． 
今回の強み発表会において発表項目として指示

していたのは，知識経営における 8つのプロセス
[図 1]のうちの「前提・環境の理解」，「知識の発見」，
「定義」に限定され，かつ，知識経営浸透度判定

基準のレベル 3までの範囲が指定されている． 
 

4.4	 測定例	 
では実際にどのように測定していったのかをあ

る部門 Aを例に説明する．部門 Aの発表資料は，
「1.活動単位（事業ドメイン/顧客セグメント/業務
機能）」を「ソリューションの歩み」とし，時系列

にその時その時の顧客と，顧客それぞれに求めら

れていたことが記載されている．よって，知識経

営浸透度判定基準の「前提・環境の理解」と照ら

し合わせると，レベル 1「顧客が誰か（どういう
業種か）が述べられている」について，時系列に

顧客が記載されていて，レベル 2「顧客が欲して
いるものが定性的に述べられている」もその時そ

の時の顧客それぞれに対するニーズも記載されて

いる．レベル 3「顧客の業界や企業を調査してい
ることやその成果が述べられている」に関しても，

業界の動向やニーズを断片的ではなく，継続的に

見ている．レベル 4「顧客の業界や企業を，定期
的かつ定量的に調査していることやその成果が述

べられている」に関しては，定量的に調査されて

いるという記載はなかった．よって，「前提・環境

の理解」はレベル 3と評価することができる． 
 

4.5	 測定結果	 
以上のことを踏まえて，メトリクスに従い測定

を行った．ここからレベル＝点数とする．全 84
部門のうち最高得点は 14点であり，最低得点は 3
点であった．全体の平均は 40 点満点中 6.92 点で
あり，部門別に見ていくと，ライン部門で平均 7.21
点，営業部門で平均 7.67点，サポート部門で平均
5.61点という結果となった． 
また，視点ごとに見ていくと，それぞれの平均

点は，「前提・環境の理解」が 1.6 点，「知識の発
見」が 1.8点，「定義」が 1.3点，「蓄積・公開」が
0.2点，「活用」が 0.1点，「検証」が 0.8点，「育成」
が 0.1点，「拡大」が 0.9点という結果となった． 

  

 
図 3	 測定結果における最高点と最低点 

 

 
図 4	 部門別平均点 

 
第 5章	 考察 
 
5.1	 測定結果の考察	 
全 84 部門の知識経営プロセスの得点合計の平

均は 6.92点であり，1視点当たりでは，0.87点で
あった．全体として現在は成熟度レベル 1（初期
状態）あるいはそれをやや下回る状態にあること

が示された．成熟度レベル 2（管理された）に近



 

い値（得点合計 16）を示す部門も存在し，この部
門ではすでに自社のノウハウを活かした製品を開

発・販売してあり，製品技術や顧客の利用動向に

関する知識共有が進められていた． 
次に視点別の得点について考察する．発表項目

として指定していた「前提・環境の理解」，「知識

の発見」，「定義」においてはほとんどの部門にお

いて 1点以上となった．この 3項目においても発
表指定外項目である他社比較などを行っていない

と 4点以上の点数はつかないので，1～3点は現時
点での評価として予想された結果ではある．また，

発表指定外である 5項目「蓄積・公開」，「活用」，
「検証」，「育成」，「拡大」においては，ほとんど

が 0点か 1点であった． 
3 つの部門のうち，最も評価が高くなった営業

部門においては，期待していた「営業としての強

み」だけではなく，「営業が取り扱っている商品の

強み」も含めた評価となっている． 
 

5.2	 メトリクス評価に関する課題	 
今回のメトリクスにおいてある程度定量的に評

価することはできたものの，一方で課題も明確と

なった．1 つ目は視点の定義やレベル判定基準に
曖昧な点があり，評価者によって評価にばらつき

が現れてしまった点，2 つ目は知識経営プロセス
のステップを 8つ設けたが，強み発表会資料に含
まれている記述内容との対応付けがわかりづらい

面があった点の 2つである． 
 

5.3	 強みカード・強み発表会の効果	 
今回この強みカードと強み発表会という 2つの

取り組みを行ったことで，1人ひとりにとって“自
分の強みとは何か”ということを考える良い動機
づけになったことは間違いないであろう． 
強みカードを作成することで，組織の中の 1個

人として，組織のために何ができているのか，何

をすべきなのかということを再確認するきっかけ

となり，強みカードの交換では，自身の強みを他

に向けて伝播し，また他の強みの情報を得ること

で，協調力，競争力のシナジー効果が期待され，

新たなコミュニケーションが生まれた．これから

もネットワークが強化され，自身の強みを踏まえ

た活動が継承，継続されていくことが理想とされ

る． 
 

第 6章	 結論 
 
6.1	 知識経営改革の現状評価	 
	 IT 企業における知識経営の浸透度を測定する
ために，知識経営のプロセスの成熟度に注目した

メトリクスを開発した．そして，企業との共同研

究によって，対象企業で開催された強み発表会の

資料を分析し，メトリクスの値を測定した． 
測定の結果としては，対象企業が知識経営への

改革に着手したばかりであり，今回の強み発表会

の目的であった「強みの明確化」に関しては，定

義までの項目において取り組みの結果を可視化す

ることができた．またプロセス毎の得点分布から

強み発表会や強みカード交換など対象企業の改革

への施策の効果が現れており，今後の改革の推進

に向けて有用な情報を提供することができた． 
 

6.2	 今後の進め方	 
本研究において，今後の進め方として 4点をあ

げる． 
 

6.2.1	 知識経営プロセス定義の改善 
本研究において，知識経営のプロセスを，8 つ

に分類した．次年度においては，この 8つのプロ
セス自体も見直す必要があると考えられる．また，

今回は知識経営プロセス全体を SECI モデルと対
応して考えたが，1 つひとつのプロセスの中でも
暗黙知と形式知が繰り返されるのではないかとい

う指摘を頂いたので，知識経営プロセスと SECI
モデルとの対応の仕方も見直す必要がある． 

 
6.2.2	 知識経営浸透度メトリクスの改善 
今回メトリクスを作成することで，目に見えな

い知識というものをある程度数値化することがで

きた．また，メトリクスを作成することで，知識

経営というものの方向性や理想像も見ることがで

きた．しかし，今回のメトリクスでは評価しきれ

なかった点，曖昧であった点については今後も改

善していく必要がある． 
 

6.2.3	 知識経営プロセスが生み出す成果の評価 
	 戦略経営のためのフレームワークの中に，バラ

ンスコアカードというものがある．バランスコア

カードには 4つの視点が存在する．「学習と成長」，
「業務プロセス」，「顧客」，「財務」の 4つの視点
である． 
バランスコアカードを今回の知識経営浸透度の

測定と照らし合わせると，「学習と成長」の視点に

おいては，本研究の，「知識」と照合することがで

きる．故に，今後はその先の 3つの視点の評価を
していくことが必要であると考えられる．これら

の評価をすることで，知識経営全体の評価をする

ことができるため，知識経営プロセスが生み出す

成果を評価するメトリクスの作成と評価が必要と

なってくる． 



 

 
6.2.4	 強みカードの活用 
本年度は強み発表会に焦点を当て，浸透度の評

価を行ってきが，強みカードの作成・交換という

活動についてもっと活用していく必要があると考

えられる．組織活動は個人活動に依拠するもので

あるので，個人活動である強みカードと，組織活

動である強み発表会との関係性も見ていく必要が

ある．  
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