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要　旨
本稿では、Web2.0がナレッジマネジメント（KM）に与える影響と今後のKMの方向性を説明します。KMとい
う言葉は、以前ほど使われなくなりましたが、Web2.0の出現により利用者参加型の文化が広がり、「集合知」
という新しい概念が注目されるようになるなか、これをベースにしたKMの概念やプロセス、それを実現するシ
ステムアーキテクチャの見直しが進んでいます。本稿では、従来のKMで課題であった知識提供の問題を、多種
多様なコミュニケーションツールと業務システムからの知識抽出の密接な連携によって、集合知を正のスパイ
ラルで拡大していくWeb2.0時代のKMモデルを紹介しています。
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1. はじめに

Tim O'Reillyが2005年9月に発表した論文「Web2.0とは何か
(What is Web2.0)」 1) で提唱し、今大きな注目をあびている
Web2.0の概念は、ナレッジマネジメント（Knowledge
Management、以下KMと略す）の分野にも大きな影響を与えて
います。KMは、1990年代初頭に流行した概念で、企業経営の
専門家たちによって、組織の学習、組織内の知識創造などに
対する多くの提言がなされ、それに共感した経営者や現場で
多くの試みがなされました。その後、21世紀に入ってからは、
KMという言葉自身は以前ほど聞かれなくなりましたが、
Web2.0の出現により利用者参加型の文化が広がり、「集合
知」という新しい概念が注目されるようになりました。そし
て、これをベースにしたKMの概念やプロセス、それを実現す
るシステムアーキテクチャの見直しが進んでいます。本稿で
は、KMから見たWeb2.0のインパクトとKMの今後の方向性に
ついて論じます。

2. Web2.0が企業の情報システムへ与える影響

O'Reilly 1) によると、World Wide Webは、新しい段階に入り
つつあります。彼は、その変化の本質的な特徴を7つに整理し
Web2.0と呼びました。そのうちの1つに「集合知の利用」があ
ります。これは多くのユーザが参加して彼らの判断や知識を
集めると、それ自身が非常に価値のある知識（集合知）にな
ることを意味します。

O'Reillyは、最近の論文で 2) 、Web2.0により、ソフトウェア

の開発手法やサービスのオペレーション手法に革新的な変化
が起こっており、顧客を巻き込んだ成長戦略の確立が重要で
あるということを指摘しています。また、MITのA. McAfee 3)

は、Enterprise2.0という概念を提唱し、企業へのWeb2.0技術の
導入を提唱していますが、彼は、従来電子メールに偏ってい
たコミュニケーションの形態を、新しいコミュニケーション
ツールによって多様化させ、そこで流通し蓄積する知識の価
値を高めることを主張しています。

このように、企業情報システムへのWeb2.0の導入では、多
様なコミュニケーションツールの導入と業務システムの拡張
性が重要ですが、KMの観点からは、これらに加えて、「集合
知の利用」で紹介されている技術や事例が、KMの新しい方向
性を示唆しています。

3. 従来のKMとその課題

従来のKMの代表例の１つがSECIモデル 4) です。SECIモデ
ルでは頭の中に保持している言語化しがたい知識、経験、ノ
ウハウなど（暗黙知と呼ぶ）を第三者が共有できる形（形式
知と呼ぶ）に書き下し、第三者はそれらの形式知を組み合わ
せて新たな機会に利用し、暗黙知として継承していきます。
形式知の例としては、お客様のクレーム情報や、システム開
発のノウハウ、受注事例などがあり、従来の画一的なデータ
構造を持つデータの集合であるデータベースの格納や検索と
は異なる技術が必要とされました。したがって、KMツールと
しては、事例やノウハウのようなコンテンツの管理や、それ
らの分類、精度のよい検索などが、重要な要素技術となりま
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した。
KMの流行により当初は順調にスタートした仕掛けでしたが、

KM活動を継続する上での課題は、企業文化・風土や従業員の
知識提供のモチベーション維持であることが分かってきまし
た。たとえば、知識提供の貢献に対して業績評価への反映の
度合いが小さかったり、知識提供の作業が本業とは大きく異
なる余分な仕事であったりすると、知識を提供する従業員の
モチベーション維持が難しくなりました。また、質の高い知
識がタイムリーに追加更新されないと、KMシステムを利用す
る従業員の数が減り、それが提供者側の提供意欲に悪影響に
つながり、負のスパイラルに陥ることになりました。

4. 知識提供の問題の解決

KMの知識提供の問題を企業で解決する有力な方法は、業務
システムとコミュニケーションツールなど、日常業務に使わ
れるシステムからの知識抽出を中核にすることです。

4.1 業務システムからの知識抽出

従業員が意識的に作成する形式知だけでなく、従業員が人
事システムやスケジュール管理システムなどの業務アプリ
ケーションを使って業務をするなかで生産される情報から知
識を抽出する事例が増えました。たとえば、情報漏洩対策の
ソフトウェアのログ情報も知識抽出の素材になりえます。
InfoCage/ファイル操作監視 5) は、顧客情報が格納されている
ような重要ファイルが、社内でどう流通、複製されているか
を追跡するソフトウェアであり、指定されたファイルをその
生成から途中の編集、一部または全部の複製ファイルの生成、
メールの添付ファイル機能による流通、削除にいたるまでの
ライフタイムをログデータとしてすべて記録します。このロ
グは社内の情報共有の現状をリアルタイムに把握するデータ
として活用できます。たとえば、ある部門の人が作成した
Web2.0に関する調査レポートが、メールやファイル共有に
よって、社内のどの部門の誰の所へ全体（または一部）が流
通し共有されているか、ログデータを見ることで一目瞭然に
観察できますが、これらは社内の知識の偏在状況を示してい
る知識といえます。

4.2 コミュニケーションツールからの知識抽出

企業内の電子メディアを使ったコミュニケーションでは、
電子メールがその大部分を占めています。電子メールは、電
話と同様、柔軟性があり便利であるという利点がある反面、
その過度な利用による弊害や特定業務での非効率性、セキュ
リティ問題なども指摘されています 3) 。Web2.0に属し、電子
メールの用途の一部を置換すると期待される新しいコミュニ
ケーションツール群としては、まず個人が公開する日記の一
種であるブログがあります。また、SNS（Social Networking
Site）は、参加者が互いに友人を紹介したり、新たな友人を招
待したりして、ネット上で友人関係を広げることを目的に開
設されたコミュニティ型のWebサイトです。これらのツール
は、コンテンツやコミュニケーション情報を簡単に作成、共
有するしくみ、KnowWhoを可視化するしくみとして期待され
ています。

このように、日常業務で使われるシステムからの知識抽出
をモデル化すると 図1 のようになります。日常業務アプリ
ケーションの運用中に生産された情報は、ログデータや内部
データベースの形で蓄積されます。この外側にデータを分析
する仕組みを設置し、そこから別の情報や知識を抽出すれば、
それを利用する知識活用アプリケーションが新たに生まれる
ことになります。これらのKMシステムは、従業員の立場で言
えば、本来の業務のために業務アプリケーションやコミュニ
ケーションツールを使っていたら、無意識のうちに知識やそ
の素材を提供することになっていたというものであり、知識
提供の負担が小さい点が特徴です。

図1   日常業務で使われるシステムからの知識抽出のモデル
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5. KM2.0のモデル

本稿では、Web2.0の考え方を導入したKMを、従来のKMと
区別するために、KM2.0と呼ぶことにします。KM2.0は、「集
合知を中心に置いて、情報流通を加速しその利用を促進する
モデル」と定義することができます。ここでいう集合知とは、
組織内のブログやSNSなどで蓄積されるコミュニケーション
情報、Webコンテンツや知識データベース、業務アプリケー
ションのログやデータ、あるいはそこから抽出された知識、
さらに、組織内で公開されているマルチメディア情報（例：
セミナー講演や匠の技の記録映像）など、組織に蓄えられ公
開されたすべてのデジタル情報の集合を指します。

図2 にKM2.0のモデルを示します。図中、右半分は業務シス
テムからの知識抽出部が含まれ、これに左半分のコミュニ
ケーション情報源が新たに加わっています。KM2.0の狙いは、
この２つの知識源が相互に参照され活用されることで、単な
る足し算以上の集合知としての効果を挙げる点にあります。
集合知が構築されていく段階は「公開」「連鎖」「選別」
「評価」の4つのステップに分けることができます( 図3 参照)。

図2   KM2.0のモデル

図3   集合知が構築されるステップ

「公開」とは、個々のコミュニケーション情報源や業務シ
ステムからの知識源を組織内に一般公開することです。コ
ミュニケーション情報源の例としては、個人が業務レポート
や成果物、気づきや自分の意見など、日々の活動から得られ
た情報をブログなどのツールを使って作成し公開することが
あげられます。業務システムからの知識源の例としては、業
務システム中のログデータやデータベースから抽出した集合
知的な情報を組織内からアクセスできるように公開すること
をあげることができます。

「連鎖」では、公開された情報源や知識源に対して、参加
者が引用したり、参考情報をリンクさせたり、コメントを書
き加えたりなどの操作を行い、情報源や知識源間のつながり
を増やしていきます。「選別」では、連鎖によって情報源や
知識源に追加されたリンク情報に対してある指標を与えて計
数化させ、個々の情報源や知識源の価値を間接的に計算し知
識の重要度を判定します。また、参加者の民意を反映した情
報源や知識源は、必要性に応じ内容を強化します。最後の
「評価」は、選別によって評価された情報源や知識源を必要
性や用途に応じて序列化し、グループ化して参加者に提示す
ることでその価値を評価することです。さらに、参加者の民
意を反映した情報源や知識源の体系化を併せて行います。こ
の体系化された情報源や知識源がきっかけになって、参加者
が新たに情報や知識を追加していくと、次の公開ステップが
開始されることになります。

次にKM2.0のアーキテクチャの一例を示します。 図4 に示
すように、コミュニケーション情報については、参加者は今
日普及している通常のブログやSNSを使って作成し公開しま

図4   知識源の公開アーキテクチャ
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す。一方、従来の業務アプリケーションから抽出する知識源
については、それらを組織内に公開する仕組みを新たに組み
込む必要があります。各々の知識源は、その知識源の構文則
や知識を解読する意味表現の定義、知識源にアクセスするAPI
とその仕様、知識源の改版頻度、利用可能範囲などの記述を
記載したものを公開登録ディレクトリに登録されます。参加
者は、このディレクトリを一覧的に見ることで、組織内にど
のような業務アプリケーションから抽出した知識源が存在す
るかを知り、参加者が直接目視で参照したり（例：参加者A）、
あるいは参加者が作成したプログラムで読み込み、データ処
理を行わせたり（例：参加者B）できるようになります。

コミュニケーション情報については、ブログやSNS等の
ツールに内蔵されているコンテンツ間の参照機能や共同編集
の仕組みがそのまま使われます。一方、業務アプリケーショ
ンから抽出する知識源についても、知識源ごとにブログが内
蔵するリンク、トラックバック、Push型自動配信RSSの機能
を有する必要があります。これによってコミュニケーション
情報源と業務アプリケーションから抽出された知識源が同等
となります。たとえばスケジュール管理システムのログデー
タが毎週自動的に分析され、それから構築されたKnowWho知
識源が自動的に社内に公開されているとして、ある従業員が
このKnowWho知識源を活用した結果を批評する内容をブログ
で記載した場合、そこからそのKnowWho知識源を参照するリ
ンクを張ります。このリンクはトラックバックにより自動的
に相互参照化され、このKnowWho知識源が毎週更新されるた
びに、この従業員に更新の通知が送られます。これがきっか
けになり新たな批評がされる場合もあると思われます。

情報源や知識源の間に構築される連鎖自身が価値あるかど
うかは、情報源や知識源のコンテンツの質の高さに依存しま
す。通常、ブログなどのコミュニケーション情報源は、それ
だけでは「ただのおしゃべり」や「悪口や非難」に陥ること
もありますが、知識源の継続的な供給により、参加者間に高
品質なコミュニケーションを保つ効果が期待されます。連鎖
は、人手による連鎖だけでなく、コンテンツ間の類似性に基
づくクラスター化のツールなどの様々なテキストマイニング
のツールを使うことで、付加価値のある連鎖を自動的に増殖
させていく仕組みがいろいろ提案されています。

企業内の様々な階層や部門で、公開、連鎖、選別、評価の
ステップで集合知が構築され増殖されていくのがKM2.0による
企業の発展モデルです。ここで述べた各ステップにおける

ツール群や仕組みは一例であって、今後、ステップごとに新
たなツールや仕組みが次々に提供されていくと思われます。

6. おわりに

本稿では、Web2.0のKMに与える影響と今後のKMの方向性
について論じました。Web2.0の特徴のうち、特に集合知の概
念が、KMに大きな影響を与えています。従来のKMで課題で
あった知識提供の問題を、多種多様なコミュニケーション
ツールと業務システムからの知識抽出の密接な連携によって、
集合知を正のスパイラルで拡大していくのがWeb2.0時代のKM
モデルである、というのが本稿の主張です。今後の検討課題
としては、これを裏打ちする企業文化の醸成の方法論があげ
られます。この問題に関して、有力な手がかりにハッカー倫
理があります。ハッカー倫理とは、なぜオープンソースソフ
トウェア（OSS）の開発がうまく進むのかを説明した理論で、
ハッカー（プログラムを心から愛しその発展を望む技術者）
は、情熱、賞賛、オープン性を重んじる規範を持っており、
これがOSSの成功を支えているという考え方です。この思想
は、Web2.0の新しい文化として広がりつつありますが、KM2.0
を支える規範としてどう応用するのか、その方法論が重要な
課題になります。
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