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	 企業が IT 部門に求めるものが多様なものに変化している．IT ベンダは多方面の分野で高い専門性を持っていることが

求められる．そこで注目されるのは全社戦略として大きな効果がある知識経営である．しかし，知識の評価の困難さや実

益の分かりづらさなどの課題があるので，企業が知識経営を採用するのは難しい．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，知識経営の成熟度と経営効果の測定方法を定義した．そして，知識経営を推進す

るためのプロセスを定義し，実行することとした．その結果を基に，プロセスの評価を行った．	 

	 

	 

The things companies seeking from the IT department are changing to a variety of things. IT vendor needs to get a high 
degree of specialization． What is noteworthy is knowledge management which has a great effect as a companywide strateg
y. However, it is difficult for companies to adopt knowledge management, as there are problems such as difficulty in evalu
ating knowledge and difficulty in understanding utilities． In this paper, the authors define the maturity of knowledge mana
gement and the method of measuring management effect. And the authors define and execute a process to promote knowled
ge management. Based on the results, the process was evaluated. 
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1．はじめに	 

 
1．1	 研究の背景	 

高度情報化社会が進んでいる現代において，経

営ビジネスと IT の関係が密接になっており，企業

が IT ベンダに求めるものは多様なものに変化し

ている．それに伴い，企業の求める情報関連サー

ビスを提供する IT ベンダに求められるのは，ビジ

ネス面・技術面にかかわらず多方面の分野で高い

専門性を持っていることだと考えられる．	 

そこで注目されるのは「知識経営」である．こ

れは企業に存在する「知識」をマネジメントして

新たな価値を創造するという経営手法である．知

識経営によって専門性の高い業務を多くの社員が

行うことが出来れば，多様化する顧客のニーズに

対応できる．ところが知識経営に関しては評価指

標が明確ではなく，実益が見えづらいというのが

現状である．知識経営の評価指標の作成に関して

は先行研究がある．鈴木ら(2015)[4]は知識経営の	 
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プロセスを 8 種に分け，それぞれのプロセスの成

熟度を評価するメトリクスを開発した．しかし，

知識経営を推進するためには，知識経営の評価だ

けでなく，評価を踏まえた活動方針の決定・実行

を推進するプロセスが必要である．	 

	 

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，知識経営を進めるためのプロセスである

「知識経営推進プロセス」を提案する．さらに，

知識経営プロセスの成熟度を評価する方法につい

て見直しを行い，また，知識経営プロセスの成熟

度と業務プロセスの品質向上の関係を可視化する

方法を明らかにする．	 

	 

2．知識経営とは	 

 
2．1	 知識経営の概要	 

野中郁次郎[5]によると，知識経営とは「知識の

創造，浸透（共有･移転），活用のプロセスから生

み出される価値を最大限に発揮させるための，プ

ロセスのデザイン，資産の整備，環境の整備，そ

れらを導くビジョンとリーダーシップ」のことで



 

ある．企業内の個々人が持つ知識を企業の知的資

産としてマネジメントすることで，優れたサービ

スを生み出すこと，もしくはそのための仕組みづ

くりによって，知識経営を行うことが出来る．	 

	 

2．2	 SECI モデル	 

一般的に人間の知識は形式言語によって表すこ

とが出来る「形式知」と，無形要素を含んだ「暗

黙知」の二種類に分けられる．形式知と暗黙知は

完全に別々なものではなく，相互補完的なもので

あり，人間の社会的生活の中で拡大・変換されて

いく．野中郁次郎[6]はこの形式知と暗黙知の相互

循環を「知識変換」と呼んだ．知識変換は暗黙知

から新たな暗黙知に変換される「共同化」，暗黙知

が形式知に変換される「表出化」，形式知を組み合

わせて新たな形式知に変換される「連結化」，形式

知が暗黙知に変換される「内面化」の四つに分類

される．	 

この 4 つのプロセスが循環していく様子をモデ

ル化したものは「SECI モデル」と呼ばれている．

SECI これらのプロセスを何回もまわしていくこ

とで，組織における人の知識が高められていく．	 

	 

2．3	 知識経営の現状	 

	 知識経営は全社的な活動を行う必要があるので，

予算的にも人員的にも大きなコストがかかる．し

かし知識とは数値で表現できるものではなく，知

識経営自体の評価をする手法はまだ確立されてい

ない．知識経営の評価が出来なければ，どれくら

いの収益が見込めるかが判断出来ないばかりか，

実際に効果があったことも証明できないことにな

り，測定法の確立が期待されている． 
 
2．4	 知識経営効果測定評価法に関する先行研究	 

知識経営の評価方法として，鈴木ら(2015)[4]

による報告がある．知識経営を評価するメトリク

スを作成し，実際に本研究と同じ HSC の活動を評

価している．この研究では知識の見える化を図る

メトリクスの開発のために，知識経営のプロセス

を 8 つに定め，それらを SECI モデルの 4 プロセス

と対応させた．	 

	 

表１	 鈴木ら[4]による知識経営の 8 プロセスの

概要 
知識経営プロセス プロセスの内容
前提･環境の理解 目的や、知識の範囲を確認する
知識の発見 どういう知識があるかを探索し、成果を記録・開示する
定義 内部で価値評価を共有し、定義形式を定める

蓄積･公開 知識の蓄積･公開を行う
活用 事業や社内業務における活用方法の定義と活用を実施する
検証 活用の効果･付加を評価する
育成 知識が深まるように人材教育と経験獲得を推進する
拡大 知識を寄り有効に活用するために社内業務を改革する 	 

 
 

	 また，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 の成熟度レベルを採用し，

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，部門の浸透度を測定するための基準である知

識経営浸透度判定基準を定義した[7]．そして，HSC

の 80 あまりの部門において，後述する強み発表会

の資料分析をもとに各部門における知識経営プロ

セスの成熟度を評価した．	 

	 

3．知識経営推進プロセス 
 
3．1 知識経営推進プロセスの概要 

知識経営推進プロセスとして，図 5 の工程を提

案する． 

	 

図 1	 知識経営推進プロセス	 

	 

①知識経営や経営効果とその評価方法の定

義・・・知識経営推進プロセスで利用する知識経

営プロセスの定義や知識経営プロセス成熟度の評

価方法，および経営効果の評価方法を定義する． 
② 知識経営プロセス成熟度の測定・・・知識経

営の推進による経営効果を測定する． 
③ 経営効果の測定・・・対象となる部門の業績

の中から，知識経営にかかわる要素を抽出し測定

する． 
④ 全体評価・改善策を練る・・・②,③の結果

を集約し，企業全体の方針を見直す． 
⑤ 部門ごとの改善・・・④を踏まえて部門ごと

に知識経営の推進方法の改善を行う． 
②から⑤の工程を１サイクルとし，終了したら

また②を行い，前回と比較する．何回もサイクル

としてまわすことで，企業全体の知識経営が改善

される．また，④で知識経営プロセスや知識経営

プロセス成熟度評価方法に改善の必要があると判

断された場合は，⑤が終わった後，①に戻る． 
	 

3．2 知識経営のプロセスとフェーズ	 

本研究では知識経営を 9 つのプロセス，3 つの

フェーズに分割して評価する．2．6．1 で述べた

鈴木ら(2015)[4]の 8 プロセスに，新たな知識を作

り出すプロセスである「創出」プロセスを追加し，

9 つのプロセスを「定義フェーズ」，「活用フェー

ズ」，「拡大フェーズ」と 3 つのフェーズに分ける．



 

3 つのフェーズの評価と 9 つのプロセスの評価を

使い分けることで，知識経営の大まかな流れと詳

細の両方を表すことが出来る．	 

	 

	 

図 2	 知識経営の9プロセスと3フェーズの関係	 

	 

そしてこれら 9 つのプロセスを SECI モデルの 4

つの知識変換プロセスと対応して考えた．前提･環境

の理解から蓄積･公開までのプロセスは，暗黙知を明

確な言葉やモデルとして表し，形式知にするプロセ

スであり，表出化に対応すると考えられる．活用か

ら拡大までのプロセスに共通するのは表出化された

形式知を組み合わせて新たな形式知を作り出すとい

うことであり，連結化に対応すると考えられる．ま

た，育成プロセスは人材教育や経験獲得というプロ

セスであり，形式知から暗黙知へ体化させているの

で内面化の側面も持つ．同様に拡大は知識をより有

効に活用するための改革を行うプロセスなので，共

同化を促していると考えられる．	 

	 

3．3経営効果の測定方法	 

本研究では，知識経営と業績評価の関係をより

明確にするために，バランス･スコアカードの 4

つの視点の考え方を導入し，経営効果の評価の方

法として「学習と成長の視点」と最も関係性の深

い「業務プロセスの視点」の知識面を評価する[8]．
知識面を多角的に評価するために，自分の部門･

企業が所有する知識・コアコンピタンスなどの強

みがどのくらい高度で他社との差別化要因となる

かを示す「知識の高度化レベル」と，自分の部門

や企業が所有する知識・コアコンピタンスが組織

の業務にどれくらい浸透しているかを示す「組織

内の浸透度レベル」の二軸で業務プロセスを測定

する．	 

	 
図	 3	 知識経営プロセスと業務プロセスの関係性	 

	 

4．知識経営推進プロセスの実施と評価	 

	 

4．1	 対象企業の紹介	 

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 は幅広い事業領

域に豊富な経験をもつことが特徴で，高い技術力

を有していると考えられる[9]．幅広い事業領域の

部門間での情報共有を行うことができれば企業全

体の業績の更なる成長が期待できるとして知識経

営に注目した．知識経営推進を担当するナレジマ

ネジメント本部（以下 KM 本とする）が設けられて

いる．2015 年から後述する「強み分析」など知識

経営の全社運動を取り組み始めた企業である．	 

	 

4．2	 対象企業の知識経営に関する取り組み	 

HSC は事業部門・営業部門およびスタッフ部門

の強みを明確化するために以下に述べる 3 つの活

動を行っている．	 

	 

4．2．1	 強み分析	 

この活動は自部門の強みを分析するものであ

る．強みやコアコンピタンスの構造や強み分析の

手順の説明を行い，「強み定義表」と呼ばれる HSC

オリジナルの強みや部門の内的・外的環境をまと

めるためのワークシートに記述するというもので

ある．以下が強み定義表の項目と記入する主な内

容である．なお，コアコンピタンスとは一般的に

企業全体の中核となる強みをさすが，この強み分

析では部門ごとの中核となる強みを指す．本論文

中のコアコンピタンスも部門ごとの中核となる強

みを指すこととする．	 

	 

表	 2	 強み定義表の記入内容	 

強み定義表の項⽬目 記⼊入する主な内容
1.組織 部門名、責任者、社員数など部門の基本的なデータ

3.コアコンピタンスの定義
コアコンピタンスのタイトルや定義、差別化ポイント（実績などによる
定量的な証明）

4.強みリスト(コアコンピタンス以
外の強み)

コアコンピタンス以外の強みのタイトルや定義、
差別化ポイント（実績などによる定量的な証明）

5.コアコンピタンスを軸とした成長
戦略

部門の成長戦略。縦軸をコアコンピタンスの新規/既存、横軸を市
場の新規/既存で分割されたマップに記入する

6.顧客セグメントとターゲットマー
ケット

顧客セグメントをまとめた表

その部門の事業ドメイン/顧客セグメント/業務機能を定義2.活動単位の定義

	 

	 



 

4．2．2 強み発表会	 

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．2015 年度に行われた．強み分析

で明確にした自部門の強みを伝播し，他部門の役

割を認識することで，組織内における役割や使命

への認識を強めることが出来る．発表内容は，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 PPT 資料としてまとめて，1 部門

あたり 5 分のサイクルで企業の幹部や他部門の部

課長に対して発表する．	 

	 

4．2．3 強みカード	 

HSC では強みカードという活動単位に関連する

個人の強みを記載したものを作成している．全社

員（出向受け者，役員含む）が作成し，社内で交

換できるように名刺サイズのカードになっている．

強みカードを書く中で，他己分析･自己分析を行い

自分自身の強みを明確にする．そして強みカード

を社内で交換することでシナジー効果が生まれる

ことが期待される．強みカードの作成は 2015 年か

ら行われ 1 年に一度更新されている．	 

強みカードに記載されている内容は，持ち主の

強みのタイトル，強みのレベル(教育受講レベルの

★～全社をリードできるレベルの★★★★★の５

段階で表す)，自身の活動単位，強みの詳細（40

字以内）である．	 

	 

4．3	 評価の概要	 

本研究では，図 5 に示した知識経営推進プロセ

スの①の工程を全社共通で，②,③の工程を HSC

の部門毎に行う．知識経営の成熟度測定方法と経

営効果の測定方法を定義し，実際に測定を行うこ

とで，工程④,⑤で行われる戦略作成，実行のため

のデータを作成することが出来たかどうかを分析

する．	 

	 

4．4 知識経営プロセス成熟度の測定	 

	 

4．4．1	 測定方法の紹介	 

知識経営の各フェーズの成熟度を測定するた

めに，強み定義表の分析と，KM 本の方を通じて，

各部門の部課長の方々へのヒアリング，アンケー

トを行った．	 

強み定義表の分析は，4．2．1 で述べた強み定

義表の記述に対する評価基準を作成し，成熟度を

測定していくものである．	 

ヒアリングによる測定は，事前にヒアリング項

目表を作成し，KM 本の方に項目表を埋めるための

ヒアリングを行っていただく．そして，項目表の

内容やヒアリングで得た情報を元に成熟度を測定

していくものである．	 

アンケートによる測定は，測定したい項目の成

熟度レベルがどのような状態かを記載し，自部門

の状態を選択するアンケートを作成し，回答して

もらう．	 

	 

4．4．2	 測定方法の比較	 

今回使用した 3 つの評価方法を比較する．知識

経営プロセスを測定するために利用した強み定義

表，ヒアリング，アンケートの評価方法はそれぞ

れ異なる性質を持つと考えられる．今回は学習の

視点・知識経営の正確さ・回答の信頼性・時間的

コストの 4 視点から評価･比較する．	 

	 

表	 3	 知識経営成熟度の評価方法の比較基準	 

比較項目 概要
学習効果 回答することや評価法をフィードバックすることで学習効果が期待できるか
測定の正確さ 知識経営の各プロセスの活動や成果をもれなく正確に測定できるか
回答の信頼性 回答した項目に信頼性はあるか
時間的コスト 時間的コストがかかりすぎていないか 	 

	 

まず強み定義表分析の評価を行う．学習効果は

作成～評価を繰り返し行うことで成長が期待でき，

測定の的確さはある程度高く，改善が可能なので

成長見込みがある．回答の信頼性は，客観的なデ

ータを記入する場所があるのである程度確保でき

る．時間的コストは，回答に時間がかかり，作成

にも時間がかかるので，少しかかってしまう． 
次にヒアリングの評価を行う．学習効果はあま

り考えられない．ヒアリング担当者が必要な質問

を適宜行うので，測定の正確さは期待できる．ヒ

アリング担当者が成熟度を判断するので，回答の

信頼性も確保できる．時間的コストは回答者のほ

かにヒアリング担当者の従事と，企業全体に対し

て行うには担当者の育成が必要となるので，多大

となる． 
最後にアンケートの評価を行う．学習効果は期

待できず，測定の正確さは，知識経営の成熟度を

そのままもらさずに答えるので高い．回答の信頼

性は，アンケートの回答しかエビデンスが無いの

で低い．時間的コストは回答者の回答時間のみな

のであまりかからない． 
以上の結果のまとめを表 4 に示す． 
 

表 4	 評価基準の比較表 
学習効果 知識経営の正確さ 回答の信頼性 時間的コスト

強み定義表 ○ △(→○) △ △

ヒアリング × ○ ○ ×

アンケート × ○ × ○  
 
 
 
 
 



 

4．4．3 定義フェーズの測定	 

	 

表 5	 定義フェーズの知識経営成熟度判定基準	 
視点 判定基準

前提・環境の理解 レベル1いずれの事項も記述がない
0.5 自分たちが顧客に対して提供できるものが記述されている
0.5 どの市場に対して事業をするのかが記述されている
0.5 顧客に提供できるサービス・商品が記述されている
0.5 自部門の強み（コアコンピタンス）が記述されている
自部門がターゲットとする顧客の業界や企業を調査するための手順や、成果物、検証方法が
定義されている
顧客の企業や業界を定期的且つ定量的に調査している
顧客と自部門が期待しているものが何かを協調的に調査しつつ、定期的にその調査方法が
評価改善されている

知識の発見 レベル1いずれの事項も記述がない
自部門の強みの具体例が挙げられている
技術スキル、プロセス、資産の3項目が記述されている
自部門の強みを発見するための手順が確立されている。
自部門強みを定期的に且つ協調的に調査していることやその成果が述べられている
自部門の強みを協調的に調査することが定着しており、且つその調査方法を定期的に見直し
ていることが記述されている。

定義 レベル1いずれの事項も記述がない
自部門のコアコンピタンスが具体的な言葉で記述されている
自部門のコアコンピタンスを証明する定量的な実績が記述されている
自部門のコアコンピタンスが体系的に定義されている
自部門のコアコンピタンスの見直しが定期的に行われていることがわかる
強みの見直しの最適化が行われていることがわかる

0

コアコンピタンスの定義
部を中心に評価

1
2
3
4

5

0

強みリスト（コアコンピ
タンス以外）部を中心

に評価

1
2
3
4

5

レベル
0

事業ドメイン定義部を
中心に評価

1

2

3

4

5

	 
	 

定義フェーズは強み定義表を元に測定を行った．

強み定義表は部門の概要や強みを知るための情報

をまとめたものなので，定義プロセスの評価に適

している．	 

なお，この強み定義票の資料分析に関しては，2．

4 で述べた鈴木ら(2015)[4]の知識経営浸透度判

定基準を元に，強み定義表を評価するのに適した

「知識経営成熟度判定基準(表)」を作成し，評価

を実施した．	 

	 

4．4．4	 活用フェーズの測定	 

活用フェーズは蓄積・公開に関するヒアリング

を元に評価を行った．活用フェーズの中心である

知識の蓄積･活用の具体的な内容をまとめる「知識

項目ヒアリング表」の構成要素を作成し，ヒアリ

ングを行うこととした．ヒアリングは KM 本の方に

行ってもらい，その結果を元に成熟度を採点して

頂いた．	 

知識項目ヒアリング表は蓄積する内容である知

識項目がどのような形で蓄積・公開・活用が行わ

れて，どのような効果が出たのかをまとめたもの

である．知識項目ヒアリング表の内容と記入例を

表 13 に示す．	 

	 

表 6	 知識項目ヒアリング項目とその記入例	 

(a)	 蓄積情報記入部	 

人･時･形式（From /To）量→Flow 質

例 製品開発① 2016/10/17 テスト方法

リーダー
開発レビュー
From：他社のレビュー
仕様書
To：イントラ 10件/期 実際に運用している

蓄積

No. 部署（ドメイン)

ヒアリング
日時･先 知識項目

	 

(b，左部)活用情報記入部	 (c，右部)効果記入部	 

人・時・形式
(From /To)

量 質

リーダー
開発計画書作成
From :イントラ
To:テスト仕様書

5件/期 テスト仕様を一部改善

活用

 テスト効率が大幅に向上した

効果・狙い
(業務の質と効率)

	 

	 

	 

4．4．5	 拡大フェーズ	 

拡大フェーズは評価項目ごとにアンケートを行

った．0 から 5 レベルの到達度目標レベルが選択

肢としてかかれたアンケートを部長に回答しても

らい，拡大フェーズの各プロセスの成熟度を決定

した．SECI モデル上の内面化である育成プロセス，

共同化である拡大プロセス等の暗黙知化された知

識を扱う拡大フェーズは回答者に直接聞くアンケ

ートが拡大フェーズの測定に適している．	 

ただアンケートを配布したわけではなく，KM 本の

方の協力のもと，アンケートの意味，趣旨を説明

しながらその場で回答していただいた．人材育成

プロセスと拡大プロセスのアンケート項目は鈴木

ら(2015)[4]が作成した拡大フェーズの知識経営

浸透度判定基準を元に，創出プロセスは新たに作

成した．	 

	 

4．5	 業務プロセスにおける知識の高度化レベル･

浸透度レベルの測定	 

	 

業務プロセスにおける知識の高度化レベル・浸

透度レベルの測定は 9 段階のレベル分けを持つ選

択式のアンケートによって行った．働いている中

でどう実感しているかを計測するために，どちら

も自部門の現状を答えてもらうセルフアセスメン

ト形式で行った．拡大フェーズと同様に，HSC の

知識経営担当の方の協力のもと，アンケートの意

味，趣旨を説明しながらその場で回答していただ

いた．アンケートは 2016 年の 12 月に行った．	 

高度化レベルはQ1～Q3の3つの視点から回答し

てもらった．事業部門・営業部門・スタッフ部門

など様々な分野の高度化レベルを平等にするため

には，多角的に評価する必要があると考えたから

である．	 

Q1 は自部門の所有するコアコンピタンスが競

合と比べてどのくらい高度かを問うものである．

コアコンピタンスを一般の IT 企業，HSC も所属し

ている日立グループ，世界トップクラスの企業・

大学と比較して，自部門がどの位置にいるのかを

聞いた．絶対評価ではなく相対的な評価を行うこ

とで，同じ企業の異業種を行う部門同士を比較す

ることが出来る．この質問は回答する部門の所有

するコアコンピタンスの種類によって回答する選

択肢を，(A)IT 関連の技術が強みの場合(B)IT 関連

の技術以外の顧客業務理解等が強みの場合(C)IT

会社かどうかには依存しない総務･財務などの機

能を支える強みの場合の三種類用意した．	 

Q2 は自部門の強みを発揮できる代表メンバが

どれくらいの収益が見込めるかを問うものである．	 

また，Q2 は直接売り上げを上げていない営業部

門・スタッフ部門は回答していない．	 



 

Q3 は強みを発揮できるメンバの育成にどのく

らいの経験年数が必要かを問うものである．	 

浸透度レベルは強みの元となる知識を共有して

いる組織メンバの割合を聞いた．コアコンピタン

スが組織の業務にどれくらい浸透しているかを計

測するので，部門に関わらずコアコンピタンスに

関連した業務を行える組織メンバの割合を計測す

るのが良いと考えたからである．	 

	 

4．6	 測定結果	 

	 

4．6．1	 知識経営推進プロセスでの測定結果	 

4．4 で述べた知識経営プロセス成熟度の測定方

法と，4．5 で述べた業務プロセスにおける知識の

高度化レベル・浸透度レベルの測定方法に基づい

て，HSC の部門の中から 8 部門を選び，知識経営

と業務プロセスの関係性を分析した．この 8 部門

は全社の中で知識経営に関する意識が比較的高く，

業務プロセスにおける知識の高度化や浸透度に関

するヒアリングが円滑に実施可能だと考えられた．

また，この8部門は事業部門が6部門，営業部門(部

門 No．5)，スタッフ部門(部門 No．3)が各１部門，

それぞれ 3 つすべてが含まれている．ここからは

レベル＝点数として表示する．	 

まず，知識経営の成熟度についてフェーズごと

に見ていくと，それぞれの平均点は，定義フェー

ズが 7．88 点，活用フェーズが 5．38 点，拡大フ

ェーズが 7．13 点という結果になった．	 

	 

表	 7	 知識経営プロセス測定結果の点数一覧	 

部門No.
前提・
環境の
理解

知識の
発見

定義 平均
蓄積と
公開

活用 検証 平均
人材
育成

拡大 創出 平均
全体
の平均

1 2 3 3 2.67 4 3 1 2.67 4 4 2 3.33 3.00
2 2 3 3 2.67 3 2 1 2.00 3 3 3 3.00 2.50
3 2 3 3 2.67 2 1 0 1.00 2 3 2 2.33 1.67
4 2 3 3 2.67 3 1 1 1.67 1 1 2 1.33 1.50
5 2 3 3 2.67 3 2 1 2.00 3 2 1 2.00 2.00
6 2 3 3 2.67 3 2 1 2.00 4 2 2 2.67 2.33
7 2 2 3 2.33 2 1 0 1.00 2 2 2 2.00 1.50
8 2 3 3 2.67 3 2 1 2.00 3 2 2 2.33 2.17

平均 2.00 2.88 3.00 2.63 2.88 1.75 0.75 1.79 2.75 2.38 2.00 2.38 2.44

定義フェーズ 活用フェーズ 拡大フェーズ

	 

	 

次に業務プロセス評価基準の平均点については

Q1 が 4．88 点，Q2 が 4．67 点，Q3 が 4．25 点，

Q1～Q3 の平均が 4．52 点，Q4 が 6．63 点であった．	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

表	 8	 業務プロセス評価基準測定アンケートの

点数一覧	 

浸透度レ
ベルの
測定アン
ケート

部門No.
(Q 1の回答)

Q 1(コアコン
ピタンスが
どのくらい高
度な強みだと
思うか)

Q 2(強みを発
揮できる
代表メンバな
ら、
どのくらいの
収益が見込
めるか)

Q 3(強みを
発揮でき
るメンバの
育成に
どのくらい
の経験年
数が必要
か)

高度化レ
ベルの
質問平均
(Q 1～３)

Q 4(組織
内への浸
透度は
どのくらい
か)

1(A) 4 5 5 4.67 7
2(A) 6 5 4 5.00 8
3(C ) 3 N /A 5 4.00 5
4(B ) 5 3 4 4.00 6
5(B ) 5 N /A 2 3.50 7
6(A) 4 5 5 4.67 5
7(A) 6 5 4 5.00 8
8(A) 6 5 5 5.33 7
平均 4.88 4.67 4.25 4.52 6.63

高度化レベルの測定アンケート

	 

	 

4．6．2	 知識経営浸透度判定基準での測定結果	 

	 本研究では 4．4．3 で述べた「知識経営浸透度

判定基準」を用いた全 9 プロセスの評価を同時に

行った． 
8 部門のうち最高得点は 20 点であり，最低得点

は 12 点であった．全体の平均は 45 点満点中 14．
62 点であった．	  

各 8 プロセスの平均点は，「前提・環境の理解」

が 2 点，「知識の発見」が 2．88 点，「定義」が 3

点，「蓄積・公開」が 1．63 点，「活用」が 1．5

点，「検証」が 2 点，「育成」が 0．63 点，「拡大」

が 0．88 点であった．	 

	 

5．考察	 

	 

5．1 知識経営プロセス成熟度の測定結果の考察	 

8 部門の知識経営プロセス成熟度の得点合計の

平均は 20．38 点であり，1 プロセスあたりでは 2．

26 点，1 フェーズあたりでは 6．79 点であった．

全体として現在は成熟度レベル 2(管理された)あ

るいはそれをやや上回る状態にあることが示され

た．	 

	 	 定義フェーズにおいては，ほぼすべての部門に

おいて「前提･環境の理解」プロセスが 2 点，「知

識の発見」プロセスが 3 点，「定義」プロセスが 3

点となった．これほど点数が近似した理由として

は，前年度までの図 5 における④,⑤として各部門

における強み定義表の記述と発表を推進したこと

があり，その効果が表れたと考えられる．HSC が

採用した強み分析という全社戦略に効果があり，

強み定義表を利用すればほとんどすべての部門が

上記のレベルまで到達することが出来ると考えら

れる．また，この結果から，HSC がさらに定義フ

ェーズの成熟度を上げるには，強み定義表の形式

を拡張し，顧客市場の検討や他社競合比較など検

討･記述すべきことを増やすという対策が考えら



 

れる．	 

全体的に活用フェーズの効果･付加を評価する

「検証」プロセスの点数が低いことから，活用フ

ェーズの必要性が HSC 内で浸透していない可能性

が考えられる．活用フェーズについては前年度ま

での④,⑤工程ではあまり強調されていないので

全般にレベルが低いが，知識経営の取り組み以前

から部門内で改善活動を行っている部門もある．

また，最高点と最低点の差を見てみると，「蓄積と

公開」，「活用」，「創出」プロセスにおいては 2 点，	 

「人材育成」，「拡大」プロセスにおいて 3 点ひら

いた．活用フェーズと拡大フェーズの成熟度レベ

ルが部門ごとに異なることが分かる．これは，顧

客企業の機密情報を含んだ情報を蓄積･公開する

ことが出来ないなど，部門によって各プロセスを

行うのを妨げる問題があることが考えられる．	 

また，拡大フェーズの合計点と活用フェーズの

相関係数は 0．568 であり，正の相関がある．この

ことから，活用フェーズが活発に行われている部

門は拡大フェーズも活発に行われていることが考

えられる．よって，知識経営プロセス内で先に行

われる活用フェーズのレベルを HSC 内で向上させ

れば，拡大フェーズの成熟度レベルも上がってい

くと考えられる．	 

	 

5．2	 評価方法比較結果の考察	 

	 

4．6．1 で述べたヒアリング，アンケートによ

る知識経営成熟度の計測と，4．6．2 で述べたで

の強み定義表分析との比較結果を踏まえた考察を，

それぞれ述べていく．	 

	 

5．2．1 強み定義表とヒアリングの比較結果の考

察	 

「蓄積・公開」は，ヒアリングの平均点が 2．

87 点，強み定義表分析の平均点が 1．63 点，次に

「活用」は，ヒアリングの平均点が 1．75 点，強

み定義表分析の平均点が 1．5 点であり，平均点で

見ると，ヒアリングによる評価の方が，強み定義

表分析評価結果よりも高い点数がついた．また，

「検証」は，ヒアリングは 0 点がつく部門が 2 部

門あり，残りの部門は 2 点だったことに対して，

強み定義表分析は 8 部門が一定して 2 点の点数が

ついた．これは，定義表のコアコンピタンス定義

部や強みリスト部の部分で，どの部門も強みの根

拠となる実績を差別化ポイントとして記述できて

いたため，定義表を評価するために作成した Ver．

1	 での評価による強み定義表分析結果の方がヒア

リングよりも高い得点がついたと考えられる．こ

れらのことから，「検証」で問われる強みの根拠と

なる実績などの数値で表すことができるものに関

しては，強み定義表分析による評価が高くなるこ

とがわかる．	 

しかし，「蓄積・公開」「活用」の点数を見ると，

役員が直接その部門の部課長に質問をし，話を聞

くヒアリングの方が，各部門における知識経営の

取り組みを詳しく探ることができると推測できる．

ヒアリングで，強み定義表分析よりも高い点数が

ついたのは，ヒアリングを行う人間と各部門の間

で長年培ってきた信頼関係があるからこそ，この

点数が出たのだと考えられる．各部門から情報を

引き出すことができるような関係を培うには時間

と手間がかかるため，簡易的な方法は強み定義表

分析での評価方法で，更にそれより詳細な測定が

できるのはヒアリングだと考えられる．	 

	 

5．2．2 アンケートと強み定義表分析の比較結果

の考察	 

	 

まず，「育成」は，アンケートの平均点が 2．75

点，強み定義表分析の平均点が 0．63 点であった．

次に「拡大」は，アンケートの平均点が 2．38 点，

強み定義表分析の平均点が 0．88 点であった．「創

出」のアンケートの平均点は 2 点，強み定義表分

析の平均点は 0．125 点であり，アンケートによる

評価の方が高い点数がついたことがわかる．この

ことから，アンケートは各部門が自ら自部門を評

価する形式をとるため，明示レベルで評価をする

強み定義表分析よりも高い点数がついたのではな

いかと考えられる．	 

	 

	 

5．3	 業務プロセスにおける知識の高度化・浸透度

の測定結果の考察	 

業務プロセス評価基準の平均点は Q1 が 4．88

点，Q2 が 4．67 点，Q3 が 4．25 点，高度化レベル

の質問である Q1～Q3 の合計の平均が 12．63 点，

浸透度レベルの質問であるQ4が6．63点であった．

また，図 10 は高度化レベルと浸透度レベルの分布

図である．	 

	 

	 

図	 4	 高度化レベルと浸透度レベルの分布図	 



 

分布図について計測する前は知識の高度化レベ

ルが高いほど知識を広めるのが難しくなるので浸

透度が低くなる反比例の形をとると考えていた．

しかし，高度化レベルの質問の平均点と浸透度レ

ベルの質問に正の相関(r=0.43)が見られた．この

ことから，高度な技術であるほど浸透度が高くな

ることが分かった．このようになったのは，知識

の高度化レベルが高ければ高いほど知識の価値が

あると考えられ，多くの社員が知識を共有したか

らだと考えられる．	 

	 

5．4	 知識経営と経営効果の関係	 

	 

5．4．1	 業務プロセス評価基準と知識経営プロセ

ス全体の相関関係	 

Q4(組織の浸透度)と知識経営全体の平均，高度

化レベルの質問平均と知識経営全体の平均には相

関が見られなかった(r=0.17 および r=0.33)．これ

によると，業務プロセス評価基準と知識経営プロ

セスを全体で評価すると相関が見られないことに

なる．この理由は 2 つ考えられる．	 

一つ目は未だ知識経営活動を行っている期間が

短いことである．HSC が強み分析等の知識経営活

動に本格的に取り組んでか二年弱の期間しか経過

していない．知識経営活動で知識共有以外の企業

の成長につなげるためには継続的･組織的な努力

が必要であり，次年度以降に効果が現れる可能性

がある．	 

二つ目は HSC の知識経営に関する取り組みが 9

つの知識経営プロセス全体を網羅できていないこ

とである．図 5 は知識経営プロセスにおいて，知

識経営の効果が発揮され始める領域と，HSC のこ

れまでの知識経営活動で強化させてきた領域を示

したものである．HSC が行った主な知識経営活動

は強み分析と強み発表会，そして強みカードであ

る．これらの活動は前提･環境の理解から蓄積･公

開プロセスを促すものである．これらは知識経営

活動の中でも知識共有までを促すプロセスであり，

新しいイノベーションを促すものは活用から創出

までのプロセスである．今後，活用から創出まで

のプロセスを強化させる活動をすることで，知識

経営の効果が発揮されることが考えられる．	 

	 

	 

図 5	 知識経営活動の効果が発揮される	 

プロセス	 

	 

5．4．2 項目ごとの相関関係	 

	 

表 9	 相関関係のある業務プロセス評価基準と

知識経営プロセス一覧	 
相関関係 相関係数 業務プロセス 知識経営メトリクス

高い正の相関 0.768273 代表メンバの想定収益単位（Q 2） 人材育成

0.755929 代表メンバの想定収益単位（Q 2） 拡大フェーズ

正の相関 0.632456 代表メンバの想定収益単位（Q 2） 拡大プロセス

0.556487 代表メンバの想定収益単位（Q 2） 知識経営全体の平均

0.542326 代表メンバの想定収益単位（Q 2） 活用プロセス

0.516398 強み発揮メンバ育成にかかる経験年数(Q 3) 創出
0.420974 強み発揮メンバ育成にかかる経験年数(Q 3) 拡大プロセス
0.640006 高度化レベル質問（Q 1～Q 3)平均 創出
0.441086 高度化レベル質問（Q 1～Q 3)平均 拡大フェーズ 	 

	 

高い正の相関が見られたのは Q2 と拡大フェー

ズ内の人材育成と，拡大フェーズであった．これ

により知識経営プロセスの最後のフェーズである

拡大フェーズの成熟度レベルが高い部門は，強み

を発揮しながら財務的効果を上げることが出来る

と考えられる．	 

	 

	 

5．5	 測定方法に関する課題	 

今回使用した二つの評価基準において，知識経

営と業務プロセスをある程度定量的に評価するこ

とは出来たが，課題も抽出された．	 

①	 セルフアセスメントによる回答項目が多く

主観性が高い測定となった．知識経営の拡大フェ

ーズ・業務プロセスの評価基準はアンケートの回

答をそのままレベルに設定したので，回答者の主

観性に依存する結果となった．	 

②	 高度なヒアリングが必要な評価項目を定義

したことで多くの部門を評価できなかった．知識

経営の活用フェーズの評価において，HSC の方が

部門の代表とヒアリングを行った．これにより，

他の評価より正確性は出たと考えられるものの，

時間的コストが高くついてしまった．	 

③	 評価単位などの細かな問題が見て取れた．業

務プロセス評価基準のQ2において回答した6部門

中 5 部門が同じ選択肢を回答した．相関関係を見

るためには選択肢をもっと細分化する必要があっ

たとも考えられる．	 

以上のことから，知識経営と，それに即した業

務プロセスの定量化は出来ても，まだまだ課題が

残る結果となった．	 

5．6	 知識経営推進プロセス全体の評価	 

	 知識経営推進プロセスについてはサイクルを

繰り返すことが重要だと考えられる．5．3 で述べ

た課題は，次のサイクルで測定方法を改善すると

きに活用することが出来る．また，5．1 で述べた

ような方針の例も出すことが出来たので，工程④,

⑤に参照できるデータが作成できたと考えられる．	 

5．7	 知識経営推進者による評価	 

HSCのKM本の方に知識経営プロセスとその有効

性を知識の高度化や浸透度で測定する意義につい



 

て伺ったところ，以下のようなコメントを頂いた．	 

①	 知識経営のプロセスと知識の高度化・浸透度

の関係性が低いという結果となったが，有効性を

定量的に測ることが難しかっただけで，知識の高

度化や浸透度を高めるための知識経営を継続的に

実施して行く意味はあると考えている．	 

②	 但し，IT 業界の場合，ドッグイヤーと言わ

れて久しいが，必要とされる知識の移り変わりも

激しく，高度化レベル・浸透度の向上をする前に

知識がどんどん陳腐化してしまい，新たな別の「強

み」に移行しなければならないケースもあるとも

考えられる．	 

③	 知識の高度化，浸透度の計測の精度を上げる

ためには，アンケートやヒアリングの様に回答者

の主観が入る形ではなく，客観的な評価ができる

方法を考案する必要がある．例えば，アセッサー

が現場に赴き，実査によってチェックするとか，

テスト/試験で個々の構成メンバの「強み」の実力

を測定するなど，相当の工数をかけてアセスメン

トする方法が考えられる．	 

	 	 

6．おわりに	 

	 

6．1 結論	 

IT 企業において知識経営を浸透させるために，

知識経営と経営効果の関連性に注目した知識経営

推進プロセスを作成した．そして，日立ソリュー

ションズ・クリエイト社(HSC)との共同研究によっ

て，プロセスの中の工程①知識経営と経営効果の

評価基準の定義②知識経営の測定③経営効果の測

定を 8 部署で実行した．	 

また，これと同時に強み定義表を基に全プロセ

スの評価を行うため，鈴木ら(2015)[4]の先行研究

を基に知識経営成熟度判定基準を作成し測定を行

い，先行研究の測定結果と比較した．	 

プロセス実行の結果としては，拡大フェーズの

成熟度が高い部門はより多くの収入を得ることが

出来る可能性がある，などの全社戦略に役立つ可

能性のある結果を得ることが出来た．	 

知識経営浸透度判定基準においては前回の資料

と評価基準では，測定できなかった各部門の知識

経営の取り組みを評価し，値として示すことがで

きた．さらに，3 つの評価方法との比較を行うこ

とが出来た．	 

また，知識経営や業務プロセスの評価方法に課

題があることが分かった．しかし知識経営推進プ

ロセスは何回も繰り返すことを前提に作られてい

るので，次にプロセスを実行する際に改善するべ

き点が見つかったとも言える．また，フェーズご

との分析から強み定義表など対象企業における今

後の施策の明確化の効果が現れており，今後に向

けて有用な情報を提供することができた．	 

	 	 

6．2	 今後の課題	 

	 

	 (1)	 知識経営推進プロセスの続行	 

	 本研究では知識経営推進プロセスを繰り返し

行うサイクル式のプロセスとして定義した．これ

は，繰り返し行うことにより欠点の発見とその改

善が行われさらに良いものになっていくように作

られている．一回目である今回の知識経営推進プ

ロセスで回答の主観性が高いなど課題が数多く見

つかった．これらの課題を踏まえてプロセスを実

行することで改善できるのが，このプロセスのメ

リットなので，課題を見つけたことを成果にする

ためにも，もう一度知識経営推進プロセスを実行

し，さらに良い成果につなげるべきだと考える．	 

	 	 

(2)	 成熟度プロセス評価基準の再定義	 

本研究では各プロセスの成熟度を計測するため

に 3 つの評価手法を採用した．5．4 で述べた通り

各評価手法には適した使い方があり，必要に応じ

て使い分ける必要がある．	 

今後は，強み定義表を中心に採用していくのが

良いと考えられる．知識経営推進プロセスは繰り

返し行うことが特徴であり，繰り返し行うことで

学習効果が期待できる強み定義表の使用は適切だ

と考えたからである．ヒアリングは，回答の信頼

性は高いが，時間的コストがかなりかかる特別に

重視・補強したいプロセスにのみ活用するのが適

切である．アンケートは，時間的コストは低いが，

回答の信頼性は低い．よって，強み定義表やヒア

リングでカバーできなかったプロセスなどに行う

補助的な役割として活用するのが適切である．	 

	 

(3)全部門にわたる測定	 

	 本研究ではHSCの全84部門中8部門の評価し

か行えなかった．そのせいで，本研究での実験結

果が HSC 全体の現状を示しているといえなくなっ

ている．知識経営を推進する上で全社の傾向を調

べるのは重要である．今後 HSC 全体の分析をより

正確なものにするために，全 84 部門の測定を目指

すべきである．そのためには(2)で述べた成熟度プ

ロセスの再定義において，時間的コストの低い測

定手法を積極的に採用するべきである．	 

	 	 

(4)	 業務プロセス評価基準の改善	 

本研究では経営効果を評価するために業務プロ

セス評価基準を定義し，採用した．これにより知

識経営と経営効果の相関関係を測定しようとした

が，この二つを全体で評価すると相関が見られな

い，という結果になった．実際に相関がない可能



 

性も考えられるが，業務プロセス評価基準の測定

方法に課題がある可能性も考えられる．知識経営

と経営効果の関係性を正確に分析していくために

も，経営者によるヒアリングなどの，従来からの

業務プロセスを評価するための取り組みとの比較

や，業務プロセス評価基準の評価方法をよりよく

する必要がある．	 

	 

(5)	 知識経営活動の継続・改善	 

知識経営活動が経営効果を発揮するためには，

知識経営活動自体の継続･改善が必要だと考える．

本研究では知識経営プロセスの平均と業務プロセ

ス評価基準の平均の相関は見られなかった．つま

り，HSC の知識経営活動があまり経営効果に反映

されていないということになる．このようになっ

た理由として，5．2．1 で述べたとおり知識経営

活動を行っている期間が短いことが考えられる．

HSC は知識経営活動が効果を発揮にするために，

継続的･組織的な努力を今後も継続するのがよい

と考えられる．	 

もう一つの理由として，知識経営活動と取り組

みがあっていない可能性が考えられる．HSC が行

っている前提・環境の理解から蓄積･公開のプロセ

スを促す行動だけではあまり効果が出なかった．

今後は新しいイノベーションを促す活用から創出

までのプロセスを促す活動を全社戦略として行う

ことが，知識経営が経営効果として見えるための

鍵になると考え，次年度以降の知識経営活動の改

善につなげるのが良いと考えられる．	 

知識経営プロセスを全社戦略として見た場合の

フェーズ単位を考える．定義フェーズは現在ある

知識を定義するフェーズなので部署ごとの活動を

促すことで出来る．活用フェーズは定義された知

識を組み合わせてイノベーションの種を生み出す

フェーズなので，部署間の交流を促す必要がある．

拡大フェーズは活用フェーズで生まれたイノベー

ションの種の利益を適切に拡大するフェーズなの

で，社内全体の方針を変える必要がある．次年度

以降の活動方針として，部署単体での活動を促す

ことだけでなく，部署間の交流を促す活動を計	 

画・実行するのが良いと考える．	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図	 6	 知識経営プロセスの活動単位の関係	 
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