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卒業論文要旨 
 
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。高度情報化が進んでいる現

代において、経営ビジネスと IT の関係が密接になっている。企業の IT 部門要員の数は増

加傾向にあり、求められる役割は拡大･多様化している。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。	

そこで注目するのは「知識経営」である。知識経営とは、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を行うことである。知識経営は社員一人一人のマインドを変えるた

めの全社戦略として大きな効果がある。しかし、全社的な活動を行わないといけないので、

予算的にも人員的にも大きなコストがかかる。さらに、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。そのような経営手法を

企業が採用するのは難しい。	

本研究では、知識経営を推進するためのプロセスを定義し、企業の部門ごとに知識経営の

プロセスの成熟度を評価する方法を明らかにすることを目的とする。また、定義したプロ

セスを、実際の企業を題材としてプロセスの有用性を検証した。	

知識経営推進プロセスは①知識経営や経営効果とその評価方法の定義②知識経営成熟度

の測定③経営効果の測定④全体評価・改善策を練る⑤部門ごとの改善、以上の 5 工程を 1

サイクルとし、これを繰り返す方法を提案した。本研究では評価方法の定義、測定を行う

工程①～③を実施する。	

工程①で知識経営と、それが経営にもたらす効果としての業務プロセスの評価方法を定義

した。知識経営は先行研究を元に 9 つのプロセスに分け、3 つのフェーズに集約した。経営

効果は「知識の高度化レベル」と「組織内の浸透度レベル」を「業務プロセス評価基準」

として定義した。	

工程②,③の測定の結果、題材とした企業においては、活用フェーズと拡大フェーズの知

識経営プロセスが社内で浸透しきれていない、知識経営の成熟度が高い部門はより多くの

収益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。	

①～③を実行した結果、知識経営や業務プロセスの評価方法に改善すべき課題がみつかっ

た。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、プロセス実

行毎に評価手法がよいものになると期待される。また、フェーズごとの分析から強み定義

表のなど測定の精度を向上させるために必要な事項が明らかになった。	
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第 1 章 序論 

1.1 研究の背景 

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。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いる。	

 
表 1 業種グループ別	 IT部門要員数のここ数年（２～３年）の増減傾向	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

(参考文献[1]を元に作成) 
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表 2 IT投資で解決したい中期的な経営課題（1位･2位･3位）(参考文献[2]を元に作成) 

 
表１は日本情報システムユーザー協会が IT 部門要員数のここ２～３年の増減傾向を業種

グループ別にまとめたものであり（2016 年のアンケート結果）[1]、表２は IT 投資で解決

したい中期的な経営課題をまとめたものである。企業の IT 部門要員の数はサービス業、社

会インフラ業、金融業、商社･流通業、素材製造業、建築･土木業において増加傾向の企業

が減少傾向の企業を上回っている。また、IT 投資によって解決する経営課題は、迅速な業

績把握、ビジネスモデルの変革など多岐に渡る[2]。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。	

しかしそのニーズに十分応えている IT ベンダは必ずしも多くは無い。新たなニーズに応

えるためにはユーザ部門と IT 部門の分業体制や人材確保･育成の問題が存在するからであ

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、業務プロセスの品質向上などの実益が見えづ

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)[3]は知識経営のプ

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。こ

れにより共同研究企業の全部門の知識経営を評価することが出来た。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。	

また、知識経営の実益が分かりづらいという課題は残されたままとなっていた。	
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1.2 研究の目的 

前述の背景を踏まえ、本研究では、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。そのプロセスを設計するために、鈴木ら(2015)[3]による知識経

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。	

なお、本研究では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

のもと、HSC 社の業務の実情を踏まえて進めていくこととした。 
 

1.3 論文の構成 

本論文の構成を説明する	

第 1 章では、本研究における背景を示したうえで、目的を述べた。	

第 2 章では、知識経営について述べる。また、IT ベンダを取り巻く現状や知識経営の先行

研究、バランス･スコアカードなど、研究の前提になる要素について述べる。	

第 3 章では、知識経営推進プロセスの開発について述べる。プロセスの概要、知識経営の

分類方法や、経営効果の測定方法について述べる。	

第 4 章では、知識経営推進プロセスの実施例について述べる。	

第 5 章では、第 4 章で述べた実施例についての考察を述べる。	

第 6 章では、最後に本研究の結論および、今後の課題について述べる。	
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第 2 章 
研究の背景・前提 

2.1 IT ベンダを取り巻く現状 

2.1.1 ユーザ企業のニーズ 

企業における IT 投資は転換期を迎えようとしている。表３はわが国のユーザ企業におけ

る IT 投資で解決したい中期的な経営課題で１位に選んだ要素を「守り」と「攻め」別で分

けたグラフである[4]。企業が IT 投資で解決したい中期的な経営課題には業務プロセスの

効率化やセキュリティ対策のような守りの投資を保ちつつ、顧客との関係性の構築や提供

するサービスの付加価値などに関連する投資にウエイトを置く傾向があることがうかがえ

る。	

 
表 3 「守り」と「攻め」別 IT投資で解決したい中期的な経営課題（1位）	 	 	 	 	 	 	 	 	

(参考文献[5]を元に作成) 

 
こうしたユーザ企業の IT 投資目的の変化に伴って企業の IT 部門、あるいは情報会社、IT
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ベンダにおける IT 人材に関しても変化が見られる。表 4 は人材タイプ別情報子会社を持つ

企業の IT 部門要因の今後の方向性に関するアンケートの結果である。開発担当や運用管理、

運用担当の人材を増加させると答えた企業が減少させると答えた企業を下回る一方で、業

務改革推進担当、データ分析担当、IT 戦略担当、システム企画担当、プロジェクトマネー

ジャー、情報セキュリティ担当を増加させると答えた企業が減少させると答えた企業を大

きく上回っている。	

 
表 4	 人材タイプ別 IT部門要因の今後の方向性	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

(参考文献[1]を元に作成) 

 
 

2.1.2 IT ベンダに求められるもの 

情報サービス産業白書2016[6]ではITベンダを含んだ情報サービス事業者が目指す新しい

ビジネススタイルとしてデジタルビジネスパートナーを提案している。これは、従来型の

IT ベンダの業務に加え、ビジネス面でも技術面でも支援するというものである。ビジネス

面ではユーザ企業のデジタルビジネス戦略をビジネスモデル検討の面からサポートし、ユ

ーザのニーズに新しい情報技術を適用しながらビジネスモデル実現を支援する。技術面で

は、新しい情報技術の特性や活用方策を深く理解した上で、ユーザのデジタルビジネス戦

略を技術面から支援する。新しい情報技術への対応力とビジネスモデル検討の支援能力を

持った IT ベンダがデジタルビジネスパートナーになる。	

このことから、企業の IT 部門要員に対するニーズが細分化され、IT ベンダはビジネス面

技術面にかかわらず多方面の分野で高い専門性が求められていると考えられる。	

しかしながらデジタルビジネスサポーターとしての仕事を実現している IT ベンダは必ず

しも多くは無い。新技術とユーザ企業のビジネス領域両方に精通した人材の確保・育成、
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システム開発とシステム運用という分業体制、事業形態に SI サービスと異なる点が多いこ

となど、様々な課題があるからである。	

	ユーザ企業が多様なニーズを持っている現代を IT ベンダが乗り越えていくためには、分

業体制の壁を乗り越えて、専門的な技術やビジネスの知識にも精通した人材を確保･育成で

きるような企業体制を作ることが望まれる。	

 

2.2 知識経営とは 

野中郁次郎[7]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。	

	

2.3 SECI モデル 

	一般的に人間の知識は二種類に分けられる。一つは文章や仕様書、マニュアル等の客観的

な形式言語によって表すことが出来る「形式知(explicit	knowledge)」である。もう一つ

はものの見方やコツなど主観的な無形要素を含んだ「暗黙知(tacit	knowledge)」である。

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[8]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「共同化(Socialization)」、「表出化(Externalization)」、「連

結化(Combination)」、「内面化(Internalization)」の四つに分類される。	

「共同化(Socialization)」は経験を共有することによって、メンタル･モデルや技能など

の暗黙知を想像するプロセスである。会議や弟子入り、共同開発などの経験を何らかの形

で共有することで他人の思考プロセスに入り込み、他人の持つ暗黙知を暗黙知として受け

取り共同する。共同化によって受け取った暗黙知は受け取った人間がもつ改良のアイデア

によって新たな暗黙知が作られることもある。	

	「表出化(Externalization)」は暗黙知を明確な言葉やモデルとして表すプロセスである。

言語表現やモデル化など「書く」という行為によって暗黙知がメタファー、アナロジー、

コンセプトなどの形を取りながら次第に形式知に変換される。	

	「連結化(Combination)」は異なった形式知を組み合わせて新たな形式知を作り出すプロ

セスである。既存の形式知を整理･分類して組みかえることや、会議等で知識を交換しなが
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ら組み合わせることで新しい知識を生み出すことが出来る。	

「内面化(Internalization)」は形式知を暗黙知へ体化するプロセスである。言語化・図

式化されている形式知をもとに行動することで、体験による学習が行われ受け手自身の暗

黙知として定着する。内面化は行動だけで起こりうることではない。臨場感のあるサクセ

ス･ストーリーを聞くことで話し手の過去の経験が聞き手の暗黙的なメンタル･モデルにな

るということもありうる。		

	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。[9]	

 

 
図 1	 SECIモデル([9]より引用) 

これらのプロセスを何回もまわしていくことで、既存の知識が改良されていく。 
 

2.4 知識経営の効果 

知識経営は社員一人一人のマインドを変えるための全社戦略として大きな効果がある。野

中郁次郎[10]は知識経営活動の効果は知的業務の効率性向上、顧客関係性の強化があると

説明している。	

同時に野中郁次郎[10]はこうした効果があるからといって、知識経営への投資に対して十

分な見返りがあるとは限らないという。継続的･組織的な努力が無ければ、初期的な知識共

有の効果は徐々に薄れていくという。むしろ、知識経営が意味を持つのは個別製品や事業

ベースでの効果にとどまらない、企業収益全体へのインパクトであるという。知識経営を

行うことで、組織的イノベーション頻度の高まりや顧客との知識共有に基づく事業の成長
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基盤の形成、市場価値の向上、知識経済の中での企業の成長につながるという。	

2.5 知識経営の効果測定 

 前節では知識経営が与える効果について述べたが、知識経営は全社的な活動を行わないと
いけないので、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。 

2.6 知識経営の効果測定評価法に関する先行研究 

2.6.1 知識経営メトリクスの開発 

知識経営の評価方法として、1.1 で述べた静岡大学の鈴木ら(2015)[3]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 社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「前提・環境の理解」、「発見」、「定義」、「蓄積・公開」、「活用」、「検証」、「育成」、「拡

大」の 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 5 鈴木ら[3]による知識経営の 8プロセスの概要（[11]を元に作成） 

 
 

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

用した。CMMI 標準教本によると、CMMI とは「能力成熟度モデル統合」のことを言い、製品

とサービスの開発のためのプロセス改善成熟度モデルであるという[12]。また、CMMI の成

熟度レベルとは、「段階表現に属し、複数のプロセス領域に渡っての組織のプロセス改善の

達成度に適用される。これらのレベルは、次に着手されるプロジェクトの一般的な成果を

予測する手段である」[13]という。	

 

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
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表 6 CMMIにおける 5つの成熟度レベル ([14]を元に作成) 

 
 

次に、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。	

 
表 7 プロセスにおける到達度目標レベル（[14]を元に作成） 

 
 

表 8	 知識経営浸透度判定基準(一部抜粋)（[15]から引用） 

 
 

そして、HSC 社の 80 あまりの部門における強み発表会資料の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。	

 
 

レベル 段階表現
1 初期
2 管理された
3 定義された
4 定量的に管理された
5 最適化している

レベル 段階表現

0 何も実施されていない

1 実施されることがあるが成果が
残るとは限らない

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

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

2

5

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見

ることができる

モニタリング結果に伴い
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

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



15 
 

2.7 知識経営プロセスと SECI モデルの対応 

本研究では SECI モデルと知識経営プロセスの関連性を図 2 のように捉える。	

 

 
図 2 提案する知識経営プロセスと SECIモデルの関係 

 
 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。 
 

2.8 バランス・スコアカード 

	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する。バランス･スコアカードは企業のビジョンと戦略を実

現するための業績評価システムである。バランス･スコアカードはロバート・S・キャプラ

ンとデビット・P・ノートン[16]により 1992 年 1 月･2 月号の「ハーバード･ビジネスレビュ

ー誌」で発表された。業績評価指標を「財務的視点」「顧客の視点」「業務プロセスの視点」

「学習と成長の視点」という 4 つの視点で表現して評価･分析をする。従来の財務的業績評

価指標のみだと過去の業績しか評価できなかったが、将来の業績向上を導く業績評価指標

で補強している。企業のビジョンと戦略から目標と業績評価指標を導き出し、4 つの視点か

ら業績を見ることができる。	
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図 3	 バランス・スコアカードの構造 

([7]を元に作成) 

 

2.8.1 バランス･スコアカードと知識経営の関係性 

社員やシステムなどの企業の能力を一貫して引き上げる長期的投資はバランス･スコアカ

ードの「学習と成長」の視点にあたる。「学習と成長」の視点での取り組みは他の三つの視

点に与える影響によって評価することが出来る。本研究では、「学習と成長」パフォーマン

スの向上が「業務プロセス」パフォーマンスの向上に影響を与え、変更されたサービスを

受けた「顧客」パフォーマンスの向上が「財務」パフォーマンスの向上に影響を与えると

いう流れに注目し、学習と成長の視点と最も関係性の深い業務プロセスの改善効果を測定

し、知識経営による経営効果として評価する。 
 

 
図 4	 バランス･スコアカードの視点と、本研究での捉え方  
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第３章 
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 

 

 
図 5	 知識経営推進プロセス 

 
知識経営推進プロセスとして、図 5 の工程を提案する。	

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、および業務プロセ

ス改善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業務プロセス改善効果

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知識経営成熟度の測定を行い、前回

と比較する。こうして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の段階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に戻り、知識経営プロセスや知識経営

プロセス成熟度評価方法の再定義を行う。	
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本研究では①～③の工程の方法を定義する。①～③の工程では知識経営を推進するために

必要となるデータを作成し、工程④,⑤ではこのデータを用いて戦略を練り、実行に移すと

いう流れである。工程④,⑤は部門ごとに異なるので、方法付けが出来るのは①～③までと

考えたからである。	

 

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)[3]の「前提・環境の理解」、「発見」、「定義」、「蓄積・公開」、「活用」、「検

証」、「育成」、「拡大」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

ロセスを追加する。創出プロセスは SECI モデルにおける次のサイクルへの表出化であると

いえる。さらに、「前提・環境の理解」「発見」「定義」プロセスは「定義フェーズ」、「蓄積・

公開」「活用」「検証」プロセスは「活用フェーズ」、「育成」、「拡大」「創出」プロセスは「拡

大フェーズ」と 9 つのプロセスを 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 6	 知識経営の 9プロセスと 3フェーズの関係 
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3.3 経営効果の測定方法 

 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。知識面を多角的に評価するために「知識の高度化レベル」と

「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。この二つを「業務プロセス

評価基準」とする。 
・知識の高度化レベル・・・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。自部門の軸となる

強みはその部門が持つ技術力などの知識と深い関係がある。 
・組織内の浸透度レベル・・・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。組織内で知識の価値を最大限に

発揮させるには、すべての人間がその組織の最高の知識を利用可能としている環境

であることが理想である。そのための環境の整備を行うことも知識経営の活動の一

つである。部門内にどれだけ高い技術があっても、その技術を扱える人が少数だと、

経営効果は少ない。 
高度化レベルと浸透度レベルの両方を計測することで、その部門の業務プロセスの品質を

正確に測ることが出来る。 
 

 
図 7 知識経営プロセスと業務プロセスの関係性 
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第４章 
知識経営推進プロセスの実施と評価 

	知識経営推進プロセスを評価するために、HSC 社の対象部門に対し、知識経営の評価と業

務プロセスの評価を行い、その結果を分析する。	

 

4.1 対象企業の紹介 

4.1.1 対象企業概要 

	HSC 社は 2015 年 1 月に株式会社日立ソリューションズ・ビジネスと株式会社日立ソリュー

ションズ・ネクサスが合併し発足された、日立グループのシステムに関するサービス会社

である。金融・保険・医療・流通・製造・交通や電力・通信など非常に幅広い事業領域に

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。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[18]。	

	

4.2 対象企業の知識経営に関する取り組み 

HSC 社は事業部門・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。	

これはストレッチ戦略とレバレッジ戦略を実行に移す活動である。ゲイリー･ハメルと C.K.

プラハラードによると、ストレッチ戦略とは経営資源と目標の間に意図的にかなりの不整

合がある経営方針を作り出すことで、エネルギーとなる思い入れと知恵を供給する戦略で

あるという[19]。また、レバレッジ戦略とは、少ない経営資源を元手に着手することでよ

り多くを生み出す戦略である。ゲイリー･ハメルと C.K.プラハラードによると、経営資源の

レバレッジとは、より少ない経営資源で戦略目標を達成する手段を絶えず模索することだ

という[20]。ストレッチ戦略とレバレッジ戦略の組み合わせることで、経営資源を有効に

活用することが出来る。また、ゲイリー･ハメルと C.K.プラハラードは、レバレッジ戦略の

前提条件の一つに技術、財務、人間といった経営資源の組み合わせとして企業を理解する

ことを挙げている[21]。	
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そこで HSC 社では企業を各部門や人間の組み合わせとして捉え、それぞれの強みを改めて

定義してもらっている。この強みを共有することでシナジー効果を生み出すという、スト

レッチ戦略とレバレッジ戦略を立てている。	

これらの活動は 2015 年 1 月の合併による制度･組織統合を期に、旧両社の強みを融合して

新たな強みを創出し、新たな顧客提供価値を生み出していくために始められた。	

 

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。2013 年、2014 年に旧日立ソリューショ

ンズ･ネクサスで実施されたものを HSC 社となった 2015 年度に実施し、2016 年からは半年

ごとに更新するようになった。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 社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、ゲイリー･ハメルと C.K.プラハラードによるとコアコンピタンスと

は「顧客に対して、他者には真似のできない自社ならではの価値を提供する、企業の中核

的な力」[22]である。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。この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 9 強み定義表の記入内容 

 
 

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

強み定義表の項目 記入する主な内容

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
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して発表する。 
 

4.2.3 強みカード 

	HSC 社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。集めたカード

の枚数を社内イントラシステムに登録して、集計結果をランキングとして公表するなどの

キャンペーンを行い、交換を促している。	

	強みカードに記載されている内容は、自身の強みのタイトル、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)、持ち主の活動単位、

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 社の部門毎に行う。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。強み定義表は実績などによる定量的な記述が求められてい

るので、内容の客観性が期待できる。また、強み定義表の作成～評価を繰り返すことで成

長が期待できる。しかし記述内容が限定されているため正確に測定できるフェーズが限ら

れてしまう。	

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
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に成熟度を測定していくものである。知識経営に関する有識者である KM 本の方がヒアリン

グを行うので回答の信頼性が期待できる。	

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。回答者が考える成熟度レ

ベルがどれくらいかを直接聞くことが出来る。	

 

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 10 知識経営成熟度の評価方法の比較基準 

 
 
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

待できる。測定の的確さはある程度高いが、まだ現在の強み定義表の形式ではフォローし

きれていない箇所もある。また、強み定義表の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、記入箇所が多く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知識経営について精

通し、その部門の部課長との信頼関係を有する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。学習効果はただ回答するだけなので期待できない。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

で、回答する項目が少ないのであまりかからない。	

以上の結果のまとめを表 11 に示す。	

 

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
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表 11 評価基準の比較表 

 

 

4.4.3 定義フェーズの測定 

 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、2.6.1 で述べた鈴木ら(2015)[3]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「知識経営浸透度判定基準(表)」

を同じ静岡大学湯浦研究室の杉下由里子氏と共同で作成し、評価を実施した。	

 
表 12	 定義フェーズの知識経営浸透度判定基準 

 
 

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。先行研究では定義フ

ェーズと同じ評価方法であったが、強み定義表の中に、活用フェーズに当てはまる活動に

関することを記入する場所が無く、評価が困難な部分が多く見られた。そこで、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。知識項目ヒアリング表を基にして、KM

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 × ○ × ○

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
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本の方にヒアリングを行ってもらい、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 13	 知識項目ヒアリング表(青部)とその記入例（白部） 

(a)蓄積情報記入部 

 

(b,左部)活用情報記入部	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (c,右部)効果記入部 

 

 

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)[3]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

作成した。また、創出プロセスのアンケート項目は鈴木ら(2015)[3]の先行研究に含まれて

いないため、到達度目標レベルを新たに元に作成した。拡大フェーズのアンケートを図 8

に示す。	

 

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

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 テスト効率が大幅に向上した

効果・狙い
（業務の質と効率)

活用
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図 8-1	 拡大フェーズによるアンケート(1) 

２．人財育成       
        
知識が増え、質が高まるように、人財育成と経験獲得を推進していますか？    

        
0：自部門の知識を強化する活動はしていない。      
1：強みの育成に関わる事柄（講習の受講、日常的な部下の指導、経験を得るためのプロジェクト配属、
キャリア指導など）に言及することができる。      

2：自部門の強みを育成することを日頃から好ましいことであると推奨しており、特定の教育・指導に
ついては実施を定着化させている。      

3：自部門の強みを育成するための体制や施策が設けられており、それに従って育成が行われているこ
とが明確化できている。      

4：強みを育成する制度を定め、かつ育成目標（人数、達成レベル、組織的な実績の積み上げなど）を
できるだけ定量化して、比較評価が可能なように明確化できている。    

5：強みの育成の制度を定め、定量的な目標や実績の計測、比較評価を行うとともに、定期的に検証制
度を見直すことが明確化できている。      

        
３．拡大       
        
知識をより有効に活かすべく、事業や社内業務を改革していますか？     

        
0：自部門の知識・強みを事業拡大に活かしていない。      
1：強みの活用の拡大に関わる事柄（強みを活かした事業の拡大、生産性の向上など）に言及すること
ができる。      

2：自部門の強みに対して活用を拡大する方法について日ごろから検討することが推奨され、特定の事
業や業務に関しては、関係者と協働して開始していることが明確化できている。   

3：自部門の強みの活用拡大を計画実施するための体制やプロセスが設定されており、実際に運用され
ていることが明確化できている。 

4：強み活用拡大を計画実施する制度が設けられ、計画、実施の件数や金額の集権とともに、事業育成
の KPIや強みの貢献度などについて定量的な指標が設けられていることが明確化できている。 

5：強みの活用拡大の制度を定め、事業育成の KPI や強みの貢献度などについて定量的な計測を行う
とともに、定期的に活用拡大制度を見直すことが明確化できている。   
   

        
４．創出       
        
「知」と「知」が出会うことで、新たなアイディアや、ひらめきが生れ、新しい事業や製品・サービスを創出

していますか？       
        

0：新たな強みの創出にかかわる活動(技術交流会、異業種交流会、研究発表会場など）がない。 
1：知識の交わる場が設けられているが、知識の交流は場当たり的である。 
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図 8-2	 拡大フェーズによるアンケート(2) 

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、ただアンケートを配布したわけではなく、HSC 社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 社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

を三種類用意した。	

(A)IT 関連の技術が強みの場合・・・一般の IT 企業や日立グループ、世界トップクラスの

企業との比較	

(B)IT 関連の技術以外の顧客業務理解等が強みの場合・・・その強みが IT 会社として、ま

たは日本･世界トップクラスの知見との比較	

(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・・・一般的

な中小企業や中堅･世界トップクラスの企業との比較	

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

2：知識の交わる場が設けられ、そこへの参加を推奨しており、場合によっては新たな強みを創出する
活動に結びつくこともある。 

3：知識の交わる場とそこに参加して新たな強みを創出するプロセスが定義されており、実際に運用さ
れている。 

4：知識の交わる場とそこに参加して新たな強みを創出するプロセスの実施目標が設定され、そのプロ
セスによって新規事業化提案や、サービス提案等の創出件数を定量的に測定している。 

5：知識の交わる場とそこに参加して新たな強みを創出するプロセスおよび創出実施目標が設定されて
おりその実績の測定結果をもとに創出プロセスとその管理方法や目標が見直され、最適化が進めら

れている。      
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である。これは、強み分析で見出された強みを発揮できるメンバがどれくらいの単価が可

能であるかを聞いた。	

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。

自部門の強みが、どれほど専門性があり経験が必要なのかを聞いた。	

	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。知識の高度化レベル･浸透度レベルのアンケートを図 9 に示す。	
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図 9-1	 高度化レベル･浸透度レベル測定用アンケート(1) 

１．まず始めに、貴事業ドメインの「コアコンピタンス（核となる強み）」について２点質問させて頂きます。 
      
①自部門が所有する知識・コアコンピタンス（核となる強み）はどの位すごい「強み」だと思いますか？ 

        
＜（A）IT関連の技術・スキルが強みの場合＞       

0：一般の非 IT企業と比べてもそれほど強くはない      
1：一般の IT企業と同等か、非 IT企業と同等以上      
2：一般の IT企業と同等以上      
3：中堅の IT企業と同等以上      
4：（HISOL)グループ(準大手 IT企業)の中でもトップクラス     
5：日立グループ(大手 IT企業)の中でもトップクラス 
6：日本のトップクラスの企業と伍する      
7：世界トップクラスの企業と伍する      
8：世界トップクラスの大学・研究機関での研究レベルと伍する    
9：世界トップクラスの大学・研究機関での研究レベルを凌駕する    

        
＜（B）IT関連の技術・スキル以外（顧客業務理解等）が強みの場合＞    

0：そもそも顧客業務や業界が特定できていないので知識を蓄積する以前の問題がある  
1：当該顧客業界以外の（ＩＴ）会社なので、顧客業務・業界の知識はほとんどない  
2：当該顧客業界以外の（ＩＴ）会社なので、顧客業務・業界のことは俄か勉強した程度である 
3：当該顧客業界以外の（ＩＴ）会社としては、顧客業務・業界のことを良くわかっている方だ 
4：当該顧客業界以外の(ＩＴ)会社としては、問題ない程度に顧客と業務・業界の話ができる 
5：当該顧客業界以外の（ＩＴ）会社としては、かなり顧客業務・業界に精通していると言える 
6：日本のトップクラスの顧客業務・業界の知見があり、顧客と同等の業務・業界知識がある 
7：日本トップクラスの顧客業務・業界の知見があり、顧客業務内容・業界動向についても顧客以上に
詳しい      

8：現場体験がないので業務コンサルまではできないが、世界トップクラスの顧客業務・業界の知見は
ある      

9：世界トップクラスの顧客業務・業界の知見をもって顧客に業務・業界のコンサルが実施できる  
        
＜（C）IT会社かどうかには依存しない業務（総務/財務等)機能を支える強みの場合＞    

0：まだ完全に「強み」と言える状態にはなっておらず、中小企業にすら負けてしまう程度のレベルで
ある。      

1：必要最低限の「強み」にはなっているが、中小企業に比べれば少しだけ強いと言える程度のレベル
である。      

2：必要最低限の「強み」にはなっていて、中小企業に比べれば強いが、中堅会社には負けるレベルで
ある。      

3：中小企業にはない「強み」だが、中堅会社には同等の強みを持つ会社がたくさんある。 
4：中小企業にはない「強み」だが、中堅会社には同等の強みを持つ会社がそこそこいる程度である。 
5：一部の中堅会社を除けば、当社の「強み」は大企業が持っているレベルである。 
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図 9-2	 高度化レベル･浸透度レベル測定用アンケート(2) 

6：一部の中堅会社を除けば、当社の「強み」が業界でも自慢できるレベルである。   
7：日立グループの中でも、当社の「強み」がトップクラスと誇れると考えている。   
8：日本のＩＴ会社の中でも当社の「強み」がトップクラスと言っても良いレベルである。  
9：世界でも当社のこの「強み」は群を抜いており、業界最高水準の「強み」といえる。  

    
技術者の場合、当該「強み」を発揮できる代表メンバなら、どの位の収益が見込めますか？   

0：「強み」としての認識がない程度なので、技術者の経験年数にほぼ比例する。   
1：「強み」がある程度認識されているので、注文には有利に働くが単価交渉に影響することはない。 
2：「強み」が認識されているため、当社以外に仕事が流れる危険は少ないが、単価が上がることはな
い。      

3：「強み」が認識されており、代表的メンバなら通常の経験年次から算定した単価の 1ランク上が狙
える。80万⇒90万円代      

4：「強み」を強く認識頂いており、代表的メンバなら 100万円クラスの単価を稼げる。  
5：「強み」が完全に武器になっており、代表メンバなら 100-150万円程度の単価を稼げる。 
6：「強み」が(顧客課題解決に)不可欠なものであるため、代表メンバなら 150-200 万円程度の単価が
可能である。  

7：「強み」が(顧客課題解決に)不可欠なものであるため、代表メンバなら 200-500 万円以上の単価が
可能である。 

8：「強み」が(顧客課題解決に)不可欠なものであるため、代表メンバなら 500 万円以上の単価が可能
である。 

9：「強み」が必須だが、世界最先端の研究者レベルの強みであり、500 万円以上出すと言われたが技
術提供を控えた。      

        
技術/営業/業務経験者の当該「強み」を発揮できるメンバの育成にどの位の経験年数が必要ですか？ 
  

0：「強み」としての認識がない程度なので、新入社員も２－３日で覚えることが可能なレベル。 
1：「強み」がある程度認識されているので、新入社員では無理だが、２-３か月の実務経験があれば覚
えられる。 

2：「強み」が認識されているため、数カ月では身につかないが、1年ほどの実務経験があれば覚えられ
る。 

3：「強み」が認識されており、少なくとも、２－３年の経験がなければ覚えられない。 
4：「強み」が認識されている上、ある程度の専門性も必要な強みなので、３－５年程度の実務経験が
必要。 

5：「強み」が認識されている上、専門性も必要な強みなので、５－１０年程度の実務経験が必要。 
6：「強み」が認識されている上、高い専門性も必要な強みなので、１０－２０年程度の実務経験が必
要。  

7：「強み」が認識されている上、非常に高い専門性も必要な強みなので、２０年以上の実務経験が必
要。 

8：「強み」が認識されている上、非常に高い専門性と、２０年以上の実務経験が必要でかつ限られた
能力の者しか育成できない。 
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図 9-3	 高度化レベル･浸透度レベル測定用アンケート(3) 

 

4.6 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 社の部門の中から 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は、8 部門のうち最高得点は 26 点であり、最低得点は

16 点、平均点は 20.375 点であった(表 14)。また、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 7.875 点、活用フェーズが 5.375 点、拡大フェーズが 7.125

点という結果になった。フェーズごとの最高･最低得点は定義フェーズが最高 8 点、最低 7

9：個人的な持って生まれた「強み」であって、20年以上の実務経験があっても育成は困難。  
        
②自部門の知識・強みの深さ（組織内への浸透度）はどのくらいですか？    

0：極めて深い「知識」であり、１人の専門家が何年もかけて習得したため、組織全体の強みにはなっ
ていない。 

1：極めて深い「知識」であり、１人の専門家のノウハウを複数（2-3名)の者に伝播を試行中だが、中々
後続が育たない。 

2：かなり深い「知識」に基づく強みであり、特定（2-3名)の専門家の「知識」を、組織の強みとする
ための伝播を試行中だが、中々拡大できていない。 

3：かなり深い「知識」に基づく強みであり、特定（2-3名)の専門家の「知識」を、組織の強みとする
ための伝播を試行中であり、徐々に拡大の兆しが出て来た。 

4：深い「知識」だが、特定(２-３名)の専門家の「知識」を長い時間をかけてＯＪＴにより伝播しつつ
あり、徐々に複数(組織の５－１０%)の専門家が育成できつつある。 

5：強みの源泉となる「知識」を、暗黙知を形式知化するための努力を継続し、組織メンバの１０％～
２０％ほどの人材が共有しつつある。 

6：共有した強みを活かして「ソリューション」メニュを開発できており、組織メンバの１０－２０％
程度の主任以上のメンバが担げる程度に「強み」が浸透してきている。 

7：共有した強みを活かして「ソリューション」メニュを開発したことで、組織メンバの２０－３０％
程度の経験者メンバが担げる程度に「強み」が浸透してきている。  

8：共有した強みを活かして「ソリューション」メニュを開発したことで、組織メンバの５０％程度の
一般中堅メンバが担げる程度に「強み」が浸透してきている。 

9：強みを最大限活用できる「ソリューション」メニュを開発し、組織の誰もが当該ソリューションを
担ぐことができるようになっており、組織全体の「強み」として浸透している。   
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点、活用フェーズが最高 8 点、最低 3 点、拡大フェーズが最高 10 点、最低 4 点であった。

定義フェーズにおいては、点数のばらつきが少なく、調査対象になったすべての部門が２

～３点の成熟度に達している。活用フェーズにおいては検証の蓄積と公開プロセスは 3 点

以上の部門が 6 部門あり平均点も 2.88 点だが、活用プロセスの平均点は 1.75 点、検証プ

ロセスは 0.75 点と下がっていった。拡大フェーズの平均点はそれぞれ人材育成プロセスが

2.75 点、拡大プロセスが 2.38 点、創出プロセスが 2.00 点と下がっていった。また、人材

育成プロセスと拡大プロセスは最高点数が 4 点で最低点数が 1 点と、点数のばらつきが広

かった。	

  
表 14 知識経営プロセス測定結果の点数一覧 

 
 
次に業務プロセス評価基準の点数については Q1 の最高が 6 点、最低は 3 点、Q2 の最高が

5 点、最低が 3 点、Q3 の最高が 5 点、最低が 2 点、Q1～Q3 の平均点の最高は 5.33 点、最低

が 3.50 点、Q4 の最高が 8 点、最低が 5 点であった。	

 
表 15 業務プロセス評価基準測定アンケートの点数一覧 

 

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

浸透度レ
ベルの
測定アン
ケート

部門No.
(Q1の回答)

Q1(コアコン
ピタンスが
どのくらい高
度な強みだと
思うか)

Q2(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)

Q3(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
(Q1～３)

Q4(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



33 
 

今回計測した業務プロセス評価基準、知識経営プロセスの相関行列は表 16 のとおりであ

る。業務プロセスにおける知識の高度化レベル・浸透度レベルと知識経営プロセスとの組

み合わせで相関があるものについては、5.2.2 で述べる。	

 
表 16 知識経営プロセスと業務プロセス評価基準の測定結果の相関行列 

 
  

Q1(コアコ
ンピタンス
が

どのくらい
高度な強
みだと思
うか)

Q2(強みを
発揮でき
る

代表メン
バなら、
どのくらい
の収益を
見込める
か)

Q3(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
(Q1～３)

Q4(組織
内への浸
透度は
どのくらい
か)

前提・環
境
の理解

知識の発見 定義 蓄積と公開 活用 検証 人材育成 拡大 創出
定義
フェーズ

活用
フェーズ

拡大
フェーズ

知識経営
全体
の平均

Q1(コアコンピタン
スが
どのくらいすごい強
みだと思うか)

1

Q2(強みを発揮で
きる
代表メンバなら、
どのくらいの金額を
稼げるか)

0.083045 1

Q3(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)

-0.33707 0.447214 1

高度化レベルの
質問平均(Q1～３)

0.510585 0.83666 0.578371 1

Q4(組織内への浸
透度は
どのくらいか)

0.814493 0.349215 -0.37765 0.428038 1

前提・環境の理解 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1
知識の発見 -0.40371 -0.2 0.09759 -0.30909 -0.46777 #DIV/0! 1
定義 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1
蓄積と公開 -0.02475 0 0.053838 0.066725 0.117299 #DIV/0! 0.551677 #DIV/0! 1
活用 -0.04486 0.542326 0.09759 0.228461 0.212622 #DIV/0! 0.428571 #DIV/0! 0.866921 1
検証 0.205557 -0.2 -0.14907 0.020528 0.064957 #DIV/0! 0.654654 #DIV/0! 0.842701 0.654654 1
人材育成 -0.15321 0.768273 0.2 0.302956 0.02905 #DIV/0! 0.29277 #DIV/0! 0.59222 0.87831 0.447214 1
拡大 -0.36353 0.632456 0.33896 0.191895 0.1477 #DIV/0! 0.165395 #DIV/0! 0.334564 0.60645 -0.08422 0.564933 1
創出 0.237356 0.2 0.516398 0.640006 0.225018 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0.29173 1
定義フェーズ -0.40371 -0.2 0.09759 -0.30909 -0.46777 #DIV/0! 1 #DIV/0! 0.551677 0.428571 0.654654 0.29277 0.165395 0 1
活用フェーズ 0.028235 0.2 0.020477 0.12689 0.151683 #DIV/0! 0.569516 #DIV/0! 0.97564 0.929211 0.86995 0.716678 0.358603 0 0.569516 1
拡大フェーズ -0.1935 0.755929 0.420974 0.441086 0.151535 #DIV/0! 0.241139 #DIV/0! 0.487779 0.777003 0.204636 0.823646 0.878908 0.425329 0.241139 0.567801 1
知識経営全体
の平均

-0.1003 0.556487 0.261861 0.330552 0.171157 #DIV/0! 0.447214 #DIV/0! 0.810643 0.958315 0.58554 0.872872 0.715015 0.253546 0.447214 0.871326 0.898671 1

色 相関係数 相関関係

赤 1 完全な正の相関

緑 0.7～0.99 高い正の相関あり

青 0.4～0.7 正の相関あり

ピンク -0.7～-0.4 負の相関あり
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第 5 章 
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は示された。得点合計の 26 点で最低

点は 16 点であり。成熟度レベル 3(定義された)に近い値（得点合計 27）を示す部門も存在

した。	

		次にフェーズ別の得点について考察する。	

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 社が採用した強み

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 社がさらに定

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。	

活用フェーズについては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 社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、「蓄積と公開」プロセスと「活用」プロセスにおいて最高点と最低点の差が

2 点ひらき、「検証」プロセスは 0 点がつく部門も見られた。活用フェーズが部門ごとに成

熟度レベルが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「蓄積と公開」プロセスと「活用」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。	

拡大フェーズについては最高点と最低点の差が「人材育成」プロセスと「拡大」プロセス

において 3 点、「創出」プロセスにおいては 2 点ひらいた。拡大フェーズも活用フェーズと

同様に成熟度レベルが異なることが分かる。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
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ス内で先に行われる活用フェーズのレベルを HSC 社内で向上させれば、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。前年度までの④,⑤工程では、拡大フェーズにつ

いてほとんど触れられていない。また、活用フェーズの成果がないと成熟しにくいので全

般にレベルは低い結果となっている。また、プロセスの定義や取り組み方法がまだあまり

普及していない段階であり、アンケート調査のみの測定なので、ほかの 2 フェーズに比べ

て測定の信頼性は高くないと考えられる。	

	

表 17 は前年度と本研究で計測した知識経営成熟度との比較表である。前年度は強み発表

会を元に鈴木ら(2015)[3]が作成した知識経営浸透度判定基準を元に評価した。鈴木ら

(2015)[3]が指す知識経営浸透度は本研究で指す知識経営成熟度と同義である。	

 
表 17	 知識経営成熟度の前年度との比較 

 
 

比較すると検証を除くすべてのプロセスで前年度より高い点数を取っていることが分か

る。これは知識経営成熟度の計測方法の変更により、各部門が行っている知識経営活動を

よりよく知ることが出来たからだと考えられる。 

5.2 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、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が見ら
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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。図 10 は高

度化レベルと浸透度レベルの分布図である。	

 

 

図 10	 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、計測結果は高度化レベ

ルが高い部門ほど浸透度も高くなる傾向がある比例関係に近い結果になった。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。 
 

5.3 知識経営と経営効果の関係 

 

5.3.1 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 

表 16 によると、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。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 社が強み分析等の知

識経営活動に本格的に取り組んでから業務プロセス評価基準を測定した 2016 年の下半期ま
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で、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 社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 11 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 社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

社が行った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 11	 知識経営活動の効果が発揮されるプロセス 

 

5.3.2 項目ごとの相関関係 

表 16 の相関行列の中で、業務プロセスの評価基準と知識経営プロセスとの組み合わせで
相関関係があるものを表 18に記す。 
 

表 18	 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 代表メンバが稼げる金額（Q2） 人材育成
0.755929 代表メンバの想定収益単位（Q2） 拡大フェーズ

正の相関 0.632456 代表メンバの想定収益単位（Q2） 拡大プロセス

0.556487 代表メンバの想定収益単位（Q2） 知識経営全体の平均

0.542326 代表メンバの想定収益単位（Q2） 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(Q3) 創出
0.420974 強み発揮メンバ育成にかかる経験年数(Q3) 拡大プロセス
0.640006 高度化レベル質問（Q1～Q3)平均 創出
0.441086 高度化レベル質問（Q1～Q3)平均 拡大フェーズ

負の相関 -0.40371 競合と比較したコアコンピタンスの高度さ（Q1）知識の発見

-0.40371 競合と比較したコアコンピタンスの高度さ（Q1）定義フェーズ
-0.46777 浸透度レベル（Q4） 知識の発見
-0.46777 浸透度レベル（Q4） 定義フェーズ
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高い正の相関が見られたのは Q2(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)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。また、Q2 と知識経営全体の平均

も正の相関を持っているので、知識経営の成熟度が高い部門の代表メンバはより多く収益

を上げることが出来ると考えられる。	

また、Q1(コアコンピタンスがどのくらい高度な強みだと思うか)と Q4	が、定義フェーズ

と、定義フェーズ内の知識の発見プロセスとの間にどちらも負の相関が出た。これは、定

義フェーズは部門番号 7 の部門が部門より 1 点低く、それ以外は同じであり、部門番号 7

の Q1、Q4 の点数が高いことから出た例外であると考えられる。	

 

5.4 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。また、業務プロセスと知識経営

プロセスの組み合わせで高い相関があるのは、セルフアセスメントで評価を行った項

目同士の組み合わせがほとんどであった。このことから、評価に主観性のバイアスが

かかっている可能性が考えられる。	

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 社の方が部門の代表とヒアリング

を行った。これは知識項目ヒアリング表を埋めるためだけで無く、HSC 社の方が部門

の実情を知った上で定性的な評価を行い、成熟度レベルをつけた。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。今

回評価を行った部門が 8 部門と少ないものになってしまったのも、高度なヒアリング

が必要であり、研究期間中にアポイントを取ることが出来なくなったことが原因の一

つである。	

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（強みを発揮

できる代表メンバなら、どのくらいの多く収益を上げるか）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。これは今回回答してもらった部門がたまたま同じ

回答をしたとも考えられるが、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。このような実際に評価したからこそ発見できた細かな問

題が見て取れた。	
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	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。	

5.5 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。知識経

営推進プロセスは測定方法などに課題があった場合、1 サイクルが終わった後にもう一度測

定方法を練り直し、次のサイクルにつなげるというプロセスがある。よって、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。	

 

5.6 知識経営推進者による評価 

HSC社の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。	

	知識経営を推進していく立場として、知識経営のプロセスと知識の高度化･浸透度の計測

は価値があるものだといっていただけた。計測の制度に関しては、知識の高度化レベル･浸

透度レベルの計測方法についてはより客観的な評価をする必要があるという指摘を受けた。

その一方で、客観性に重要視しすぎると計測の工数がかかりすぎることも懸念していた。

このことから知識経営プロセスの成熟度と知識の高度化レベル･浸透度レベルの計測方法

は客観性を持ちつつ時間的コストが高くないものが求められていると考えられる。	
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第 6 章 結論 

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。	

	今回は知識経営を「前提・環境の理解」、「発見」、「定義」、「蓄積・公開」、「活用」、「検証」、

「育成」、「拡大」、「創出」プロセスとし、これを「定義フェーズ」、「活用フェーズ」、「拡

大フェーズ」3 つのフェーズに分けて評価した。経営効果の評価の方法として、「技術の高

度化レベル」と「組織内の浸透度レベル」を業務プロセス評価基準と定義し、評価した。

測定手法はそれぞれ最適と思われる方法、つまり、「定義フェーズ」は強み定義表から、「活

用フェーズ」はヒアリング、「拡大フェーズ」、「技術の高度化レベル」、「組織内の浸透度レ

ベル」はアンケートで測定した。	

	プロセス実行の結果としては、活用フェーズと拡大フェーズが社内で浸透しきれていない、

知識経営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。	

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。	
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6.2 今後の進め方 

 
本研究において、今後の課題として 6 点を挙げる。	

	

(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定

義した知識経営や業務プロセスとその評価方法には、回答の主観性が高い、選択肢の

細分化が適切でない、など課題が数多く見つかった。これらの課題を踏まえてもう一

回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だが、本

研究では一回しか実行することが出来なかった。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。	

	また、継続して行うことで、同じ部署の変化を見ることが出来る。これは知識経営の

計測をするために重要な要素であると考えられる。	

		

(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。よって重要性の高いプロセスや、特別に重視・補強し

たいプロセスにヒアリングを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。	

また、強み定義表による分析が定義フェーズの測定に適しているなど、各フェーズに

あった測定方法の考察を並行して行うなど、成熟度プロセスの評価の信憑性を高める

活動が必要である。	
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(3)全部門にわたる測定	

	 本研究では HSC 社の全 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 社全体の現状を示しているといえなくなっている。知識経営プ

ロセスと業務プロセス評価基準の相関分析において、例外だと考えられる測定結果が

相関係数に大きく作用してしまうなど、分析する上での問題も生じた。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 社全体の分析をより正確な

ものにするためにも次回計測時には評価する部門を増やし、最終的に全 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

間的コストが高いヒアリングを行った拡大フェーズの測定手法を、時間的コストが低

く回答の信頼性がある程度高い強み定義表で行うなどの改善を行うべきである。	

		

(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 社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 社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 社が行っている前提・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
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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 12	 知識経営プロセスと知識経営の活動単位の関係 

 
	(6)	他社の知識経営活動の調査	

本研究では HSC 社の知識経営活動について分析し、HSC 社の業務の実情を踏まえた知

識経営推進プロセスを提案した。今後、知識経営推進プロセスの汎用性を高くするた

めにも、他社の知識経営の分析をする必要がある。HSC は経験による知識の蓄積はある

が知識経営に着手したばかりの企業である。今後は知識経営に早期から着手している

企業や、短期に成果を出す必要のある企業、営業中心の企業などの知識経営活動を調

査し、その結果を反映することで、知識経営推進プロセスの汎用性の向上を目指す。	
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