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　わが国での、「ナレッジ・マネジメント」は、まだ緒についたばかりであり、こ

れからスピードを挙げて、米国にキャッチ・アップし、できれば日本型を構築して

いかねばならない。

　「ナレッジ・マネジメント」のキーポイントの一つは、「知識」を常に新しい「デー

タ」に基づく「情報」によって作り変えておくことである。もちろん如何に環境が

変わろうとも変えてはいけない知識もあるが、変化が厳しい時だけに、すぐに陳腐

化してしまう知識も多いし、それを古い知識のまま置いておくと、間違った行動に

なってしまう懸念が大きい。

　また、ナレッジ・マネジメントは、企業経営の手法だけでなく、国としての政策

立案についても役に立つ武器である。

　こうした観点から見て、現在実行されている景気対策に疑問を感じる。現在で

も、不況になると、いの一番にハードを中心とした公共投資の増加策がとられる

が、これは80年代迄の安定成長期時代に作られた「知識」ではないだろうか。現

在の「データ」に基づく「情報」では、明らかに安定成長期の景気後退ではなくて、

デフレ・スパイラルの状況下にある。従って採るべき政策手段は、デフレ・スパイ

ラルの抑止にあると思う。景気対策は公共投資という、固定観念にとらわれている

ために、効果がいっこうに現れていないと言う事だと思う。

　企業経営についても同じ事が言える。不況対策といえば、すぐに経費の削減、管

理人員の営業振向けなど、新卒採用ストップ等の人員削減、購買価格の引下げや、

値引き競争等がこれまでの知識である。それでは、現在の勝ち組にはなれない。デ

フレ・スパイラル下の不況対策は、如何に他社と差別化するか。如何にクライアン

トのニーズを掴んだ商品・サービスを売るかといった、創造力にある。

　ところで、われわれは日本人は祖先から2つのカルチャーを受け継いでいる。

1つは、村・農村の文化であり、もう1つは商人の文化である。今世紀、世界にそ

の名を馳せた日本的経営の根幹は、村・農村の文化を継承したものであった。その

中での尊敬される人は「勤勉」であった。一方、商人の文化では、それが、“創造”

であった。われわれとしては、先祖の商人の文化をもっと研究して企業経営に取り

入れていかねばならない。「知識」から“知恵”を出すことこそ、“創造”であり、

ナレッジ・マネジメントの最も肝心な事である。と同時に新しい日本的経営の出発

点になると思う。
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新日本的経営の開発を

評議員会副議長　山本　信孝
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欧州ナレッジ・マネジメント視察ツアーのお誘い

学会理事長　森田  松太郎

　平成10年10月、日本ナレッジ・マネジメント学会の後援で、アメリカのナレッジ・マネジメントの
実情を視察するツアーを企画いたしましたところ、多数のご参加をうけ、好評の中で終了致しました。そ
の節の経験とご意見をもとに、このたびアメリカと並んでナレッジ・マネジメントの実践が進んでいる
ヨーロッパのKM事情視察ツアーを企画いたしました。
　ツアーは平成11年9月12日（日）【予定】に日本を出発し、フィンランドの首都ヘルシンキでナレッ
ジ・マネジメントの実践で評価の高いノキア社を訪問、その実績について勉強します。ついで、ドイツ・
シュツットガルト市に行き、大型合併で有名になったダイムラークライスラー社の本社を訪問、合併に
伴う両社のナレッジはどのようにシェアリングされたかについて勉強いたします。ついで、イギリス・ロ
ンドン市で、ロンドンのKM研究ですぐれた業績をあげている大学および会社（最も称賛される知識企
業のランキングを発表したテレオス社等）を訪問し、ヨーロッパにおけるKMの事情も実際に経験する
ことを企画しております。帰国は9月23日（木）の予定です。
　日本においても、ナレッジ・マネジメントに関する関心が深まってきていますが、ヨーロッパのKM
はより人の心やコミュニケーションに重点を置いて実践されていると言われています。ヨーロッパ諸国
の経験はアメリカの実績とは違った意味で、我々の企業の将来に対しヒントを与えてくれるものと確信
しております。
　この機会に関係各位のご参加をお勧めいたします。

欧州における主な視察先
INSEAD（ビジネススクール）、NOKIA（ノキア）、ダイムラークライスラー、英国生産性本部、
ロンドン大学、Teleos社（KM格付け企業）

日　程
1999年9月12日（日）～9月23日（木）12日間
成田→パリ→ヘルシンキ→フランクフルト→シュツットガルト→バーデン・バーデン→
シュツットガルト→ロンドン→成田

問合せ
日本ナレッジ・マネジメント学会　事務局　03-3270-0020　担当：森田
（詳細パンフレットあり）

募集人員
20名（最少催行人員15名）

旅行代金
83万円（エコノミークラス）
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第一研究部会 座長　一條　和生（一橋大学助教授）

会員の増加に伴い研究部会の増設をおこないました。
各研究部会の（案）を示します。

基本的にナレッジ・マネジメントの理論面の研究を深めることを主目的として設立しました。まず、知に関
する場とは何か。場はどのように推移するのか。場と組織活動の関係。場の理論が知識創造に帰結するプロ
セスとは。知識創造とイネーブラーとの関係。知のビジョンとは。知のネットワークとはいかなるものか。組
織は知の発信するシグナルをノイズと誤解していないか。

第二研究部会 座長　高梨　智弘（株式会社日本総合研究所理事）

基本的にナレッジ・マネジメントの実際面の研究を深めることを主目的として設立しました。まず、いくつ
かの企業を訪問し、その企業でのナレッジ・マネジメントの活動目的、活動内容、それに伴う成果と評価な
どをヒヤリングさせてもらう。これらの情報を収集し、ギャップ分析などの方法から現状モデルと将来モデ
ルを描く。日本型ナレッジ・マネジメントのモデルを追求する。

第三研究部会 座長　一柳　良雄（城山総合法律事務所顧問）

基本的にナレッジ・マネジメントを中高年労働者にスポットをあてた時、中高年労働者というくくりから
「Senior Knowledge Worker」というくくりを創り出す。これには、日本型雇用のミスマッチを克服して
いくことが求められる。すなわち、制度のミスマッチ、職業能力のミスマッチ、年齢のミスマッチ、賃金の
ミスマッチである。これらをナレッジ・マネジメントをベースに研究し、解決方法の可能性を探る。

国際部の創設 部長Peter N. Nichols（アーサーアンダーセンマネージャー）

ナレッジ・マネジメントを考え、推進していく上で諸外国との交流は非常に重要なテーマとなっている。知
識に対する理解、姿勢、文化、テクノロジーなど様々に異なるインフラが異なる知識を生み出し、応用手段
でもその独自性を発揮している。国際部を中心に各種情報、人的交流、ネットワークづくりなどのインフラ
を構築する。
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KM学会会員の声

In its endeavour to formulate the best practices for Knowledge Management (KM) in Japan, the Knowledge

Management Society of Japan has attracted the interest of not only the finest minds on KM in Japan, but has

also attracted the interest of worldwide authorities on KM.  Organizations and individuals such as Nokia, Andersen

Consulting and Peter Drucker, to name a few, are representative of a community of leaders interested in the

outcomes of the activities of the society.  To better facilitate the flow of information to and from such groups

and overcome the cultural and language barriers, the International Chapter of the Society was born.

The International Chapter started out as assistance in translation of the Society's activities into English, but

quickly grew in its service to members.  Many members of the Society were actively involved in researching

worldwide trends in KM and voiced a need to identify International resources on KM development.  Utilizing the

power of the Internet, an extensive link page was developed on the World Wide Web, to help members easily

identify resources containing information on KM developments worldwide.  The Website can be found at http:/

/home.att.ne.jp/green/kmsj/index.html.

Early in its formation, the International Chapter surveyed core members of the Society who expressed an inter-

est in an International Forum and asked them what they expected from an International Chapter.

Underlying many responses, was the need to gain exposure as a leader in KM practices.  Already the society

has attracted membership from Japan's leading authorities on KM.  In the future, the International Chapter will

become the "one stop shop" to help Global Organizations identify who to contact to get the best solutions to

their KM needs.

Peter Nichols
Chairman-International Chapter

Knowledge Management Society of Japan

　KMを「情報技術と人材マネジメントの相互作用的ダイナミクス」として検討することが重要ではないかと考えていま
す。歴史的に見れば現在のKMの契機は基本的にグループウェア・イントラネットの普及にあると考えるからです。実際、
有名なKM事例の殆どがイントラネットなど（やその発展形）を利用しています。イントラネットなどの普及により、1
つにはそれ使いこなすためのマネジメント手法として、1つにはその機能的限界を克服する新しい情報技術として、KM
が必要とされています。野中先生も「知識とは、体系化された情報」と定義されていますが、「体系化された情報」のあ
り方と人との係わり方が、情報技術により変容しつつあるわけです。KMは「情報技術によるビジネスのインテリジェン
ト化」という大きな流れの一つとも言えましょう。理論的に言っても、ビジネスの実践としてみても、知識とは人（組織）
と情報の両方に係わるものだと思います。行（ビジネス）と学（アカデミズム）の二道合一というユニークさを身上とさ
れる日本KM学会が、昔ながらの組織論でもなく抽象的な技術論でもない「新しい知識の理論と実践」を担われるよう、
大いに期待致しております。

渡辺　光一（個人会員）

　生物が長い進化を通じて「創発」（emergence）という特性を取り扱うことを獲得しました。群れを構成する各生物は
利己的に行動しますが、群れ全体では「種保存」という目的を達成するための有効なシステムを確立しています。
　構成要素（個）と群れ（全体）の間に前述した特性が本能的に確立していくのであれば、我々人間にも同一特性があり
そうです。人間は本能だけでなく、目的・展望などを文脈的に持っています。
　生物は時間をかけて進化しました。人間は時間にかわる知恵で進化をとげるのでしょう。この仕組みを生物のサバイバ
ルにかえて、秩序と無秩序の隙間からの創造性が進化（創発）に繋がると認識すると、KMの大切な一分野となります。

川島　文人（個人会員）

一 会員の皆さんの声をお寄せください 一
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　「ナレッジ・マネジメントとベンチマーキング」の専門家である友人のロ
リー・チェイスから、最先端の調査内容が送られてきました。内容は、1999
年度の「最も称賛される知識企業：ヨーロッパ」のランキングについてです。
　情報は鮮度が大事ですので、英文のまま掲載したいと思います。1998
年度の最も称賛される企業（世界）のランキングは以下の通りでしたが、今
回のヨーロッパ・ランキングと比較検討の上、ベンチマーキングの実施に際
して役立てていただければと思います。

1998年度のランキング

Knowledge
Management
Society of

Japan

ヨーロッパの知識企業ランキング

学会専務理事（日本総合研究所理事、公認会計士）　高梨  智弘
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Lucent Technologies 

Intel 

Monsanto 

Ernst&Young 

Xerox 

Arthur Andersen 

Hewlett-Packard 

IBM 

Microsoft 

3M

Nokia 

Buckman Laboratories 

Scandia 

General Electric 

Andersen Consulting 

Sun Microsystems 

Pfizer 

Siemens 

Chevron 

British Petroleum

11 
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15 

16 

17 

18 

19 

20

（出所：テレオスMAKE調査から） 
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Most Admired Knowledge Enterprises -
Europe 1999

Rory L. Chase, Managing Director, Teleos and The KNOW Networksm

Nokia, Skandia, Siemens, BP Amoco and Celemi have been recognized as 1999 European
Most Admired Knowledge Enterprises (MAKEsm). The MAKEsm study, conducted by Teleos in
association with The KNOW Networksm, is an international benchmark for best practice knowl-
edge-based organizations.

The 1999 European Most Admired Knowledge Enterprises were nominated by 231 chief knowl-
edge officers and leading knowledge management practitioners. The European companies
(organizations founded and with headquarters in Europe) were ranked against eight key knowl-
edge performance drivers.

1. Success in establishing a corporate knowledge culture.
2. Top management support for managing knowledge.
3. Ability to innovate in all areas of the organization.
4. Success in maximizing intellectual assets.
5. Effectiveness of knowledge sharing practices.
6. Success in establishing a culture of continuous learning.
7. Effectiveness of knowledge initiatives in promoting customer value and loyalty.
8. Contribution of managing knowledge to generating shareholder value.

1999 European Most Admired Knowledge Enterprises

A total of 30 European companies were nominated for the 1999 MAKEsm Europe award. A company required

nominations from 20% of the study participants to become a 1999 MAKEsm Europe finalist.

The 23 MAKEsm Europe finalists were then ranked against each of the knowledge performance drivers on a

scale of 1 (poor) to 10 (excellent). Companies having the highest overall combined ‘scores’ are recognized as

MAKEsm Europe 1999 winners. The five winners and their overall combined scores are:

1999 European Most Admired Knowledge Enterprises

Rank Company 

1. Nokia (Finland) 

2. Skandia (Sweden) 

3. Siemens (Germany) 

4. BP Amoco (UK) 

5. Celemi (Sweden)

Industry 

Electronics & Electrical Equipment 

Insurance 

Electronics & Electrical Equipment 

Petroleum 

Consulting

SCORE 

8.63 

8.08 

7.93 

7.81 

7.69
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Key Knowledge Performance Drivers
Ranked below - on a scale of 1 (poor) to 10 (excellent) -  are the top three European MAKEsm

companies for each of the eight key knowledge performance drivers.

Success in establishing a corporate knowledge culture
1. Siemens 8.59
2. Nokia 8.11
3. BP Amoco 8.01

Top management support for managing knowledge
1. BP Amoco 9.25
2. Skandia 8.88
3. Nokia 8.53

Ability to innovate in all areas of the organization
1. Nokia 9.48
2. Skandia 8.05
3. Siemens 7.81

Success in maximizing intellectual assets
1. Nokia 8.74
2. Skandia 8.38
3. BP Amoco 7.76

Effectiveness of knowledge sharing practices
1. Siemens 8.41
2. BP Amoco 8.27
3. Nokia 8.23

Success in establishing a culture of continuous learning
1. Siemens 9.11
2. Nokia 7.96
3. BP Amoco 7.74

Effectiveness of managing knowledge in promoting customer value and loyalty
1. Nokia 9.21
2. Skandia 8.03
3. Celemi 8.01

Contribution of managing knowledge to generating shareholder value
1. Skandia 9.26
2. Nokia 8.77
3. BP Amoco 8.21

The European Most Admired Knowledge Enterprises

Nokia
Nokia ranks 1st in the 1999 European MAKEsm study and is recognized with first-place best practices in the ‘ability to
innovate,’ ‘maximizing intellectual assets’ and ‘promoting customer value and loyalty’ knowledge performance drivers.
Nokia is creating a knowledge culture focused on learning, which encourages creativity, innovation and renewal. The
emphasis on tacit knowledge, creativity networking and rewards for knowledge sharing form the framework for Nokia’s
Most Admired Knowledge Enterprise award. According to Jorma Ollila, Nokia CEO, “We are moving towards a situation
where we are continually refreshing the whole product range. Underlying this new strategy is knowledge management.”
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Skandia
Skandia ranks 2nd in the 1999 European MAKEsm study and is recognized with a first-place best practice in the ‘contribu-
tion of managing knowledge to generating shareholder value’ knowledge performance driver. Skandia is a champion of
value creation and is one of the leading proponents of managing intellectual capital. Skandia believes that it is the respon-
sibility of each employee to be actively involved in value creation. Managing knowledge is viewed as the dynamic process
of sharing knowledge, leading to added value for the customer. Skandia is continuing to develop new ways of visualizing
and measuring intellectual capital, enabling the company to obtain better insights into what drives shareholder value in the
new knowledge economy.

Siemens
Siemens ranks 3rd in the 1999 European MAKEsm study and is recognized with first-place best practices in the ‘establish-
ing a corporate knowledge culture,’ ‘effectiveness of knowledge sharing practices’ and ‘establishing a culture of continuous
learning’ knowledge performance drivers. Siemens’ chairman, Heinrich von Pierer, has set into motion a radical strategy to
improve shareholder value based on a corporate knowledge management strategy accompanied by a large-scale change
program. The company’s knowledge strategy is primarily focused on organizational and people issues and stresses knowl-
edge creation and sharing, and re-use of existing knowledge assets. Virtual teamworking and communities of practice
supported by information technology are critical elements in Siemens’ knowledge management strategy.

BP Amoco
BP Amoco ranks 4th in the 1999 European MAKEsm study and is recognized with a first-place best practice in the ‘top
management support’ knowledge performance driver. BP Amoco, led by its dynamic chief executive Sir John Browne, is
creating a knowledge age company through concerted and innovative efforts to connect people, communities and net-
works. Virtual global problem-solving teams accelerate the development of new products and services, reduce costs and
share knowledge and best practices, while a renewed emphasis on embedding knowledge management principles in key
business processes promotes the sharing of learning as a natural activity. Sir John Browne says, “In order to generate
extraordinary value for shareholders, a company has to learn better than its competitors and apply that knowledge throughout
its business faster and more widely than they do.”

Celemi
Celemi ranks 5th in the 1999 European MAKEsm study with an over all score of 7.69 (of out 10). The company’s strengths
include ‘top management support for managing knowledge,’ ‘establishing a culture of continuous learning’ and ‘promoting
customer value and loyalty.’ Celemi has developed a number of tools and simulation models to help companies become
learning organizations. Perhaps the best known is Tango™, a simulation which helps leaders and other senior managers
identify and evaluate their intangible assets. With the dawn of the knowledge economy, Celemi believes that a company’s
ability to measure and manage its ‘invisible’ wealth is vital to developing a long-term strategy on which to build the busi-
ness and ensure its success.

European MAKEsm Finalists
Besides the five MAKEsm Europe winners, 18 companies were selected as European Most Admired Knowledge Enter-

prises finalists. They are (in alphabetical order):

●ABB (Sweden/Switzerland)
●Alcatel (France)
●Audi (Germany)
●BMW (Germany)
●British Airways (United Kingdom)
●British Telecommunications (United Kingdom)
●CMG (United Kingdom/The Netherlands)
●DaimlerChrysler (Germany)
● ICL (United Kingdom)

●Novartis (Switzerland)
●Otikon (Denmark)
●Phonak (Switzerland)
●Quidnunc (United Kingdom)
●Robert Bosch (Germany)
●Royal Dutch/Shell (The Netherlands/United Kingdom)
●Sonera (Finland)
●Unilver (United Kingdom/The Netherlands)
●WM-Data (Sweden)
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1. 企業の持続的成長性分析 ■石崎　忠司 同文舘　99／6

2. 日経情報ストラテジー7月号 ■KM特集 日経BP社　99／6

3. 仕事の経済学 ■小池　和男 東洋経済新報社　99／5

4. 知と経営　 ■常盤　文克 ダイヤモンド社　99／4

5. センターレスコーポレーション ■B.パスタナック プレンティスホール出版　99／4

6. 明日を支配するもの ■P.F.ドラッカー ダイヤモンド社　99／3

7. 知的資本とキャッシュフロー経営 ■榛沢　明浩 生産性出版　99／3

8. なぜ日本企業では情報共有が進まないのか ■田坂　広志 東洋経済新報社　99／2

待望の当学会編  研究年報が7月末に出版のはこびとなりました。

　以下の6名が論文投稿をしていただいた方々です。

　　一條　和生　一橋大学助教授

「Knowledge Management in Action:GEにおける知的資本の活用」

　　川島　文人　アーサーアンダーセン

「知識創造を醸成する“tacit knowledge works”（TKW）に関する一考察」

　　松本　雄一　神戸大学大学院経営学研究科博士課程

「アパレル企業のコア・コンピタンスとブランド・コンセプトの理解」

　　野村　恭彦・亀津　敦　富士ゼロックス株式会社

「統合的ナレッジ・マネジメント・システム構築のためのフレームワークに関する一考察」

　　杉之尾　宣生　防衛大学校教授

「組織学習・自己革新の至難性－大東亜戦争における日本海軍－」

　　高梨　智弘　株式会社日本総合研究所

「知の5相関の環（知のイネイブラーの研究）」 （ABC順）

KM関連図書のご案内(第4回)

「ナレッジ・マネジメント研究年報   第1号」　出版のお知らせ

　　

本文出力用 07.5.29, 1:50 PMPage 10 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



11

役　　員

Knowledge
Management
Society of
Japan

＜1999年6月1日現在＞

会 長
副 会 長
副 会 長
評議員会議長
評議員会副議長
理 事 長
副 理 事 長
専 務 理 事
専 務 理 事
専 務 理 事

奈 良 久 彌
大 野 剛 義
花 村 邦 昭
亀 井 正 夫
山 本 信 孝
森 田 松 太 郎
嶋 口 充 輝
高 梨 智 弘
山 内 悦 嗣
一 條 和 生

（㈱三菱総合研究所　取締役会長）
（㈱さくら総合研究所　取締役社長）
（㈱日本総合研究所　取締役会長）
（住友電気工業㈱　相談役）
（㈱三和総合研究所　社長）
（朝日監査法人　相談役）
（慶応義塾大学　教授）
（㈱日本総合研究所　理事）
（日本アーサーアンダーセン研究所　副理事長）
（一橋大学　助教授）

■ 評 議 員
大 森 康 彦

唐 津 　 一

河 村 有 弘

坂 本 吉 弘

椎 名 武 雄

杉 之 尾 宜 生

福 地 茂 雄

田 中 　 榮

張 　 富 士 夫

野 中 郁 次 郎

橋 本 綱 夫

浜 田 　 広

カール・ベッカー

Ｓ・ホロニック

本 間 雅 雄

松 本 滋 夫

峯 嶋 利 之

宮 原 　 明

師 岡 孝 次

ボブ・ヒーブラー

富 沢 秀 機

■ 監 　 事
浅 野 純 次

（㈱ケイネット社長）

（東海大学開発技術研究所教授）

（日経ＢＰ㈱専務取締役）

（日本エネルギー経済研究所理事長）

（日本アイ・ビー・エム㈱会長）

（防衛大学校教授）

（アサヒビール㈱社長）

（㈱大和総研社長）

（トヨタ自動車㈱社長）

（北陸先端科学技術大学院大学教授）

（ソニー生命保険㈱会長）

（㈱リコー会長）

（京都大学総合人間学部助教授）

（アーサーアンダーセンパートナー）

（情報通信総合研究所相談役）

（日本電気㈱常務取締役）

（日本電信電話㈱常務取締役）

（富士ゼロックス㈱副会長）

（東海大学工学部教授）

（アーサーアンダーセンパートナー）

（日本経済新聞社取締役事業局長）

（㈱東洋経済新報社代表取締役社長）

■ 理 　 事
阿 片 公 夫

生 田 哲 郎

石 崎 忠 司

一 柳 良 雄

伊 藤 進 一 郎

上 野 守 生

内 田 和 成

大 久 保 寛 司

岡 本 正 耿

尾 原 重 男

加 護 野 忠 男

木 川 田 一 榮

国 領 二 郎

酒 井 　 清

境 健 一 郎

住 田 笛 雄

高 橋 　 均

田 坂 広 志

谷 口 恒 明

徳 谷 昌 勇

福 沢 　 進

村 田 守 弘

矢 澤 洋 一

山 田 英 夫

冨 尾 一 郎

（㈱NEC総研社長）

（生田・名越法律特許事務所弁護士）

（中央大学商学部教授）

（城山総合法律事務所顧問）

（住友電気工業㈱専務取締役）

（亜細亜証券印刷㈱社長）

（ボストン・コンサルティング・グループ副社長）

（日本アイ・ビー・エム㈱MDQ推進担当）

（㈱MPC代表取締役）

（㈱三菱総合研究所常務取締役）

（神戸大学経営学部長）

（富士ゼッロクス㈱知識デザイン開発担当部長）

（慶応義塾大学大学院経営管理研究科助教授）

（㈱リコー取締役）

（かんき出版㈱代表取締役社長）

（センチュリー監査法人代表社員）

（㈱NTTメディアスコープ代表取締役社長）

（㈱日本総合研究所取締役）

（(財)社会経済生産性本部産業経済開発本部本部長）

（成蹊大学経済学部教授）

（日本電信電話㈱取締役経理部長）

（アーサーアンダーセンパートナー）

（日本 IR協議会事務局長）

（早稲田大学アジア太平洋研究センター教授）

（朝日監査法人最高顧問）

（＊次回の評議員会・理事会・総会で就任予定／氏名は五十音順）

カーラ・オデール
ディック・ミゼール
竹 内 弘 高

■アドバイザリー・ボード
（アメリカ生産性品質センター　理事長）
（前アーサーアンダーセン　マネジング・パートナー）
（一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長）
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発行日／平成11年6月30日

発行者／日本ナレッジ・マネジメント学会

編集人／石崎忠司

製作／（株）アイビジネスサービス

日本ナレッジ・マネジメント学会　事務局

〒103-0022　東京都中央区日本橋室町3-1-10　田中ビル　（株）日本ビジネスソリューション内
TEL 03-3270-0020  FAX 03-3270-0056

研究奨励賞のご案内　　研究奨励賞候補となる著作物を広く公募します。
当学会の研究奨励賞は、学会の内外からこの１年間（10/1～9/30）、広くナレッジ・マネジメント分野において、社
会・ビジネス・学会等をリードし、インパクトを与えた著作物に対して毎年贈られるものです。
当学会選考委員会及び当学会評議員会において選考され、表彰状と副賞として賞金が授与されます。
ここでの著作物とは、著書、論文、学会発表内容などです。
現在、自薦・他薦を問わず受付中です。他薦の場合は、出版社を含む。
　●推薦する単行本　一冊（原則、返却致しません）  ●申込書（事務局にあります）　
　●締め切り　平成11年10月31日　　　　　     ●送付先・問合わせ　当学会事務局まで

■年間スケジュール
1. 第1評議員会 1999年1月20日（水）、住友電気工業（株）東京本社にて開催
2. 第2回年次大会 1999年2月15日（月）、キャピトル東急ホテルにて開催
3. 理事会 1999年2月15日（月）
4. 第1研究部会 年4回
5. 第2研究部会 年4回
6. 研究年報の発行 1999年7月
7. KMレポートの発行 1999年2月、6月、10月
8. 第2回ヨーロッパKM調査 1999年9月
9. 研究奨励賞選考委員会 1999年12月6日、2000年1月10日、14日
10. 評議員会 2000年1月14日（金）

■第3回KM年次大会を2000年2月8日（火）慶応大学三田キャンパス新館ホールで実施する予定です。

■新会員を募集しています
当学会は、ナレッジ・マネジメントに興味を持ち、研究意欲を有する人であれば、とくに入会資格を制限しておりません。学
会の活動にご参加いただける方がいらっしゃれば、ぜひ参加を呼びかけてください。申し込みに必要な書類一式は、当学会事
務局に用意してありますので、必要に応じてご請求ください。

■お申込み方法
「入会申込書」に必要事項をご記入のうえ、下記の当学会事務局宛てにお送りください。なお、法人は年会費100,000円（入
会金なし）、個人は入会金5,000円、年会費5,000円を下記の銀行・郵便振替口座へお振り込みください。
申込書送付先：日本ナレッジ・マネジメント学会

　　〒103-0022　東京都中央区日本橋室町3-1-10　田中ビル（株）日本ビジネスソリューション内
　　　TEL 03-3270-0020　FAX 03-3270-0056

年会費振込先：
　①銀行口座　口座人名：日本ナレッジ・マネジメント学会　理事長　森田松太郎
　　●さくら銀行 日本橋営業部 普通　7072689  ●住友銀行　　　日本橋支店　普通　1085878
　　●三和銀行 室町支店 普通　3884012  ●東京三菱銀行　東京営業部　普通　3412822
　②郵便口座　口座人名：日本ナレッジ・マネジメント学会
　　●日本橋三井ビル内郵便局　00120-3-12323

個人会員286名、法人会員49社（平成11年6月1日現在）
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