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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　過去の活動から得られた経験を知識創造プロセスにより知識に変換し、当該知識を新た
な活動に適用する知識の再利用に関し、個人の経験に基づいた知識を管理する情報処理装
置であって、
　個人から、過去の活動から得られたと当該個人が考える経験を示す活動経験情報と、当
該経験から得られたと当該個人が考える知識を示す経験知識情報と、当該知識を適用でき
ると当該個人が考える活動を示す適用活動情報の入力をそれぞれテキスト形式で受け付け
る受付手段と、
　前記受付手段により受け付けられた活動経験情報のテキストの構文を解析し、当該解析
結果と活動を定義する単語を登録した活動辞書とを比較し、活動辞書中の述語動詞のうち
解析結果中の述語動詞と一致または類似するものを検出し、当該検出した述語動詞が表す
活動と当該活動が属する分類との対応関係に基づいて前記経験した活動の分類を同定する
第１の同定処理と、前記受付手段により受け付けられた経験知識情報及び適用活動情報の
テキストの構文を解析し、当該解析の結果と経験を知識に変換する知識の創造過程を表す
知識創造プロセスを定義する単語を登録した知識プロセス辞書とを比較し、知識プロセス
辞書中の知識創造活動述語のうち解析結果中の述語動詞と一致または類似するものを検出
し、当該検出した述語動詞が表す知識創造プロセスと当該知識創造プロセスが属する分類
との対応関係に基づいて前記経験から得た知識の知識創造プロセスの分類を同定する第２
の同定処理とを行う同定手段と、
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　前記受付手段により受け付けられた活動経験情報及び経験知識情報及び適用活動情報を
、前記同定手段により同定された活動の分類及び知識創造プロセスの分類に関連付けて記
憶するデータベースと、
　を有することを特徴とする経験知識情報処理装置。
【請求項２】
　過去の活動から得られた経験を知識創造プロセスにより知識に変換し、当該知識を新た
な活動に適用する知識の再利用に関し、個人の経験に基づいた知識の管理処理をコンピュ
ータにより実行させるプログラムであって、
　個人から、過去の活動から得られたと当該個人が考える経験を示す活動経験情報と、当
該経験から得られたと当該個人が考える知識を示す経験知識情報と、当該知識を適用でき
ると当該個人が考える活動を示す適用活動情報の入力をそれぞれテキスト形式で受け付け
る受付機能と、
　前記受付機能により受け付けられた活動経験情報のテキストの構文を解析し、当該解析
結果と活動を定義する単語を登録した活動辞書とを比較し、活動辞書中の述語動詞のうち
解析結果中の述語動詞と一致または類似するものを検出し、当該検出した述語動詞が表す
活動と当該活動が属する分類との対応関係に基づいて前記経験した活動の分類を同定する
第１の同定処理と、前記受付手段により受け付けられた経験知識情報及び適用活動情報の
テキストの構文を解析し、当該解析の結果と経験を知識に変換する知識の創造過程を表す
知識創造プロセスを定義する単語を登録した知識プロセス辞書とを比較し、知識プロセス
辞書中の知識創造活動述語のうち解析結果中の述語動詞と一致または類似するものを検出
し、当該検出した述語動詞が表す知識創造プロセスと当該知識創造プロセスが属する分類
との対応関係に基づいて前記経験から得た知識の知識創造プロセスの分類を同定する第２
の同定処理とを行う同定機能と、
　前記受付機能により受け付けられた活動経験情報及び経験知識情報及び適用活動情報を
、前記同定機能により同定された活動の分類及び知識創造プロセスの分類に関連付けて記
憶するデータベースと、
　を前記コンピュータに実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各個人が有する知識を情報処理する技術に関し、例えば、知識を用いた企業
経営支援に利用することができる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　企業や研究機関などのような複数の構成員から成る組織にとって知識は資産であり、例
えば、多くの企業がナレッジマネージメントに取り組み、知識経営や知識管理の重要性が
述べられ、ＩＴ（情報処理技術）を利用したナレッジマネージメントシステムを構築して
いる。
　現状のナレッジマネージメントシステムは、主にマニュアルやレポートなどデータベー
ス化するものが殆どであり、既に個人や組織内で有用に活用されているドキュメントにキ
ーワードなどのインデックスをつけて、データベースに格納することで検索可能にし、表
面的な知識（形式知）を共有するものである。
【０００３】
　ナレッジマネージメントの対象となる知識の中には、上記のような表面的な知識（形式
知）だけでなく、組織および組織構成員が過去の経験により得たノウハウ、コツ、勘など
、第三者が共有できるように表面に出ていない主観的な知識（暗黙知）が存在する。
　ここで、形式知と暗黙知の相互作用を通じて知識を創造して行く事が重要であることが
文献「知識創造企業」で述べられ、ＳＥＣＩモデルが提案されている（非特許文献１参照
。）。
【０００４】
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　ＳＥＣＩモデルは、共同作業などを通じて他の人の持つ暗黙知を暗黙知として得る共同
化（Ｓ）、ある個人の暗黙知を例えなどで用いて表現して形式知に変換する表出化（Ｅ）
、形式知を他の形式知と併せてドキュメントなどで表現して新たな形式知を作る結合化（
Ｃ）、および、形式知を学習することなどにより新たな暗黙知を作る内面化（Ｉ）の４つ
の知識創造プロセス活動からなる。
　このＳＥＣＩモデルを利用してナレッジマネージメントを実践し成功している企業もあ
る。
【０００５】
　また、ＳＥＣＩモデルに対応した評価テンプレートを用意し、個人もしくは組織がこの
テンプレートを用いて日常の業務をＳＥＣＩモデルの視点から評価し、分析をコンピュー
タが行い業務状況を提示するシステムが提案されている（特許文献１参照。）。
　この評価テンプレートは、ＳＥＣＩ各々に対応する典型的な複数の例文に対して、時間
配分と重要度の値を段階的に評価するもので、その結果を集計しグラフ表示する。この他
、表出化作業（Ｅ）においては、穴明き構文「これは、○○にとって非常に○○である。
」などの暗黙知表現を用い、暗黙知表現テンプレートを複数用意し、穴埋め形式で暗黙知
を抽出することや、穴埋めにあたる当事者、対象者、事象述語、焦点など用語辞書を予め
用意し、利用者に用語を選択させることで暗黙知を表出化させる工夫も提案している。
【０００６】
　また、個々人の働き方、組織における働き方の特性、現在と将来の収益の源泉を表す特
性をアンケートで調査し、相関分析し、知識を創造・活用するという観点から企業経営を
評価・診断するシステムが提案されている（特許文献２参照。）。
　この他、プロセスに関して、具体・抽象（is-a）および全体・部分（has-a）の関係を
持たせ、業務プロセスを含んだプロセスのハンドブックを提案し、一般的なビジネスプロ
セスとしてデザイン、購入及び納入、生産、販売及び出荷、管理（マネージメント）の４
種類を定義し、登録される各アクティビティを上記ビジネスプロセスと抽象・具体もしく
は全体・部分関係で関連付けるシステムが提案されている（特許文献３、非特許文献２参
照。）。
【特許文献１】特開２００２―１５７４１５号公報
【特許文献２】特開２００２―２０７８４４号公報
【特許文献３】米国特許第６３４９２９８号明細書
【非特許文献１】野中郁次郎、武内弘高共著、“知的創造企業”、東洋経済新報社、1996
年3月
【非特許文献２】Malone, T.W. et al. 1999. Tools for inventing organizations: Tow
ard a handbook of organizational Processes. Management Science, 45, 425-443
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　企業やその部門などある組織で業務を遂行するためには、形式化された表面的な知識だ
けでなくノウハウ、コツ、勘などドキュメントなどで表現されていない暗黙的な知識が利
用されている。この暗黙的な知識は、組織構成員が自らの経験を通じて獲得、蓄積し、後
の経験で再利用されている。
　この経験から得た知識を表出化して、組織で共有し、新たな知識創造を起こすことが重
要であることは、非特許文献１などで指摘されている。
【０００８】
　しかしながら、従来のナレッジマネージメントシステムに関する技術は、主にマニュア
ルやレポートなどデータベース化するものが殆どであり、既に個人や組織内で有用に活用
されているドキュメントにキーワードなどのインデックスをつけて、データベースに格納
することで検索可能にし、表面的な知識（形式知）を共有するものが殆どであり、個人の
過去の経験から得られた知識を抽出し、業務活動と関連付けて共有化するものではない。
【０００９】
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　また、暗黙的な知識をアンケートなどで抽出している従来技術でも、組織で利用されて
いる経験的な知識の大局的な傾向を見るものであり、個人の過去の業務活動から得た具体
的な経験知が再利用されている状況を把握することや、各経験知の業務活動における関係
や知識の伝播状況を把握することや、職種や組織ごとでの再利用状況を比較することが困
難である。このほか、過去の業務活動から得られた知見が成功体験に基づくものか、それ
とも、失敗体験に基づくするべきでない活動に関するものかが整理されていないという課
題もあった。
【００１０】
　例えば、特許文献１では、形式知だけでなく、暗黙知まで含めて、知識を利用して企業
経営するシステムを提案しているが、表出化知識を除いては、例文を用いた評価テンプレ
ートを用い、ＳＥＣＩに対応する知識創造プロセスの程度を評価するのみであり、実際に
利用者が経験した知識を共有再利用することは困難である。また、表出化知識は当事者、
対象者、事象述語、焦点などに対応しているが、その表出化知識を得る元となった経験か
ら得た知識プロセスや業務活動を明示的に抽出すること、そして、どんな業務活動で知識
を得たか、すなわちどの業務活動が知識創造に深く関係しているかを知ることが困難であ
る。また、表出化された知識がその後具体的な業務事例で利用されたか否かを判断するこ
とも困難である。このほか、表出化された知識が誰に対して有効であるかが示されていな
いという課題もあった。
【００１１】
　また、特許文献２では、組織構成員の意識と経験を結び付けているが、組織や企業全体
の傾向を評価しているだけであり、具体的に個人の過去の経験が現在の業務活動に活かさ
れているかを把握することができない。
　また、個人にとって有用な経験知識を抽出し整理するために、トップエクゼクティブお
よびミドルマネージャに対して一皮向けた経験に関してインタビューを実施し、表として
整理する試みも知られている。この試みは、一皮向けた経験の起こったイベントと、そこ
から得た知識、そして知識を得た時期を整理しているが、インタビューという属人的なノ
ウハウに依存し、かつ特許文献１の提案と同様に、その後その知識をどう活かしたか整理
されていない。
【００１２】
　このように、従来の技術では経験から得た知識を業務活動や知識プロセスと対応するこ
とが出来ておらず、また、得た知識をどのように再利用できたか事例が提供できていない
という問題があった。また、経験から得た知識を業務活動や知識創造プロセスで俯瞰する
ことや再利用状況を理解することが困難でもあった。特に、個人の経験知識が組織や企業
内の他の構成員に伝播し、時空間を越えて知識が再利用される状況を把握することが困難
であった。
【００１３】
　この他、非特許文献２においても、知識と業務活動プロセスを関連付けることはできる
が、個人の経験知識が組織や企業内の他の構成員に伝播し、時空間を越えて知識が再利用
される状況を把握すること、さらには、個人が入力した文章を解析し、業務活動プロセス
と関連付けることができず、管理者が人手で文章を解析し登録する必要があり、多大な工
数と属人的なノウハウが必要である。また、一般的な業務活動の分類も、価値という観点
ではなく、製品やサービスという目に見えるものを基本とした企業活動全体を分類するの
に適した分類であり、スタッフなど個人が提供する付加価値を業務プロセスとして細かく
分類することが難しいという問題がある。
【００１４】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、個人の経験から得た知識を再利用可能
に管理することを目的としている。
　また、本発明は、個人の経験から得た知識（形式的な知識と暗黙的な知識）を電子アン
ケートなどの手段を用いて個人が有する経験知識の獲得・利用に関して文章として入力し
、その知識を自動で解析し、業務活動および知識プロセスに対応させること、そして、そ
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の経験から得た知識が伝播し再利用されている状況を明らかにすること、そして、経験か
ら得た知識の元となった事例や再利用事例を含めて提供し、知識共有や再利用のための文
脈情報を与えることなどにより、知識の共有・再利用を容易にすることを目的としている
。
　また、本発明の他の目的は、経験から得た知識を俯瞰できる表示形態を提供し、組織や
企業における経験知識の分布および再利用状況を知ることを容易にすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、経験知識情報処理装置、当該装置をコンピュータにより実現するためのプロ
グラム、経験知識情報処理方法の形式で表現される。
　本発明では、個人から入力された個人の過去の活動から得られた経験に関する情報と、
当該経験から得られた知識に関する情報と、当該知識の適用に関する情報とに基づいて、
個人の経験に関する情報と知識の適用に関する情報とを当該経験した活動に関係付け、得
られた知識に関する情報を知識の創造過程を表す知識創造プロセスと関連付ける処理を行
い、知識を経験又は適用の活動及び知識創造プロセスと対応付けてデータベース管理する
。
【００１６】
　また、本発明では、入力された個人の過去の活動から得られた経験に関する情報と、当
該経験から得られた知識に関する情報と、当該知識の適用に関する情報とに基づいて、当
該知識を獲得した経験の活動及び当該知識を適用した活動を同定し、活動毎に知識の獲得
又は適用に関して知識数の総計を算出する。
　また、本発明では、入力された個人の過去の活動から得られた経験に関する情報と、当
該経験から得られた知識に関する情報と、当該知識の適用に関する情報とに基づいて、当
該経験から獲得した知識の知識創造プロセスを同定し、知識創造プロセス毎に知識の獲得
又は適用に関して知識数の総計を算出する。
　また、本発明では、入力された個人の過去の活動から得られた経験に関する情報と、当
該経験から得られた知識に関する情報と、当該知識の適用に関する情報と、当該経験した
職種に関する情報と、当該知識を適用した職種に関する情報とに基づいて、職種毎に知識
の獲得又は適用に関して知識数の総計を算出する。
【００１７】
　このような知識数の算出による管理の他、本発明では、入力された経験の時期に関する
情報と、経験から得られた知識に関する情報と、知識を保有する個人に関する情報とに基
づいて、知識の個人間での伝播状況を解析し、解析された知識の伝播状況を表示出力して
、知識の伝播を管理する。
　さらにまた、本発明では、知識の個人間での伝播状況に基づいて伝播速度を算出して、
知識伝播のリサイクル度を管理する。
【００１８】
　本発明では、例えば、個人の持つ経験知識の獲得から活用までの流れを個人の課題解決
の物語として入力・分析し、個人の経験知識の流れを業務活動と関連付け、俯瞰できるよ
うにする。
　より具体的には、アンケートなどの手段により個人の過去の重要な経験に関する情報、
この経験から得た経験知識や経験知識の適用に関する文章を時間順に簡易的な物語として
入力させ、その入力テキストを解析し、入力テキストから取り出した関連単語の関係集合
と、活動辞書に登録されている活動定義単語集合を比較することにより、関連する業務活
動を特定する。
【００１９】
　また、入力テキストから取り出した関連単語の関係集合と、知識プロセス辞書に登録さ
れている知識プロセス定義単語集合を比較することにより、関連する知識創造活動を特定
する。
　さらに、過去の重要な経験から得た知識の活用に関する情報を入力させ、過去の重要な
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経験に関する情報と同様な手段を用いて、関連する業務活動を抽出する。
　そして、過去の重要な経験とあわせて、経験知識の再利用に関する情報を記憶手段に蓄
積する。
【００２０】
　この他、経験時期（知識獲得時期など）や経験知識の再利用（知識適用時期など）に関
する時間情報および入手方法を入力させ、経験知識間の関係を計算し、知識の伝播に関す
るネットワークを構成し、表示する手段を有する。
　さらに、活動辞書に登録されている、活動定義単語集合と関連付けた活動をそれぞれ「
材料など価値の源となるものを入手する」、「価値をつくる」、「価値を提供する」とい
うの価値連鎖に直接関わるインプット・プロセス・アウトプットに関連する業務活動と、
価値を設計する業務活動、上記業務を管理する業務活動の５つの分類で対応付け、職種間
、組織間で経験知識の獲得から活用の流れ、すなわち経験知識の利用パスに関する比較を
可能にする。
【００２１】
　また、関連活動、関連知識プロセス、知識の獲得・適用時期などの経験知識の属性情報
および、職種や組織名など回答者の組織情報を利用して、蓄積されている経験知識の再利
用状況を比較する手段を有する。この他、上記知識創造活動は、ＳＥＣＩモデルなど各知
識創造活動の分類と対応させ、知識創造活動と業務プロセスの関係を一括して俯瞰する手
段を有する。
　その他、経験知識の利用パスに関して、業務プロセス、知識創造プロセス、職種、組織
、時間などの任意の２項目を選択し、さらにパスを表示する色などの属性を利用すること
により、残りの1項目に関する分類を合わせて俯瞰する表示手段を有する。
【００２２】
　ここで、本発明が対象としている知識の獲得及び適用は、例えば図３１に示すような状
況である。
　業務遂行などの場において、個人は、伝票処理業務、配送業務、発注業務などといった
種々な活動を行うが、これら過去の活動は当該個人にとって経験となり、この経験によっ
て当該個人は暗黙知を得ているといえる。この暗黙知（すなわち、経験）は、上記ＳＥＣ
Ｉプロセス（知識創造プロセス）によって形式知（すなわち、知識）に変換され、新たな
活動に適用されて業務遂行がなされる。
【００２３】
　このような知識の適用も上記ＳＥＣＩプロセス（知識創造プロセス）によってなされる
ものであり、個人の知識の循環過程を要素毎に見ると、活動により経験を得て、経験から
ＳＥＣＩにより知識を得て、また、当該知識をＳＥＣＩにより新たな活動に適用し、当該
新たな活動から新たな経験を得るといったサイクルが繰り返される。
　そこで、本発明は、過去の活動から得られた経験を知識創造プロセスにより知識に変換
し、当該知識を新たな活動に適用する知識の再利用に関し、個人の経験に基づいた知識の
管理を情報処理技術により実現する。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように、本発明によれば、個人の経験知識を経験から抽出して過去に実際
に個人が経験した業務活動と関連付けることや、個人が獲得した経験知識を知識創造プロ
セスと関連付けることや、さらには、後の業務での経験知識の適用に関して関連付けるこ
とができ、経験知識を部門や企業などの組織で再利用することが容易になる。
【００２５】
　本発明によると、例えば、組織内の経験知のマップを構成することができるため、組織
における知識の再利用状況を容易に把握することが可能になり、知識経営においての施策
立案に利用できるという効果もある。また、個人の経験知をアンケートという手法で物語
形式でテキスト入力して回答を得るため、暗黙知を表出化することが容易になる。また、
業務活動を価値連鎖に関わる入力・処理・出力と該価値連鎖活動を設計する活動、さらに
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前記活動をマネージする活動に分類することで、職種や業種が異なっても経験知識を比較
することが可能になり、組織を超えて知識を再利用することや転移することが容易になる
という効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明を実施例に基づいて具体的に説明する。
　図１には本発明の一実施例に係る経験知識情報処理装置を示してある。なお、本例はク
ライアントサーバ形式のシステム構成としているが、本発明は、分散処理を行うネットワ
ーク形式、スタンドアローン形式等その構成は任意である。
　また、本例のクライアントコンピュータやサーバコンピュータで本発明に係るプログラ
ムを実行することにより、以下に説明する各機能手段が構成されるが、これら機能手段を
専用回路構成のモジュールとして構成してもよい。
【００２７】
　本例のシステムは、例えば、同一企業やサプライチェーン内の複数のオフィスにまたが
って構築された広域ネットワーク（ＷＡＮ）やローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）で
あり、解析分析処理など本発明に係る主要な処理を担うサーバコンピュータ１と、組織構
成員などの個人ユーザからの入力受付や処理結果の提供を行うクライアントコンピュータ
２とを、ネットワーク３により接続する構成となっている。
【００２８】
　図２は、サーバコンピュータ１やクライアントコンピュータ２を構成するコンピュータ
のハードウェア構成を示してある。
　サーバコンピュータ１やクライアントコンピュータ２は、プログラムに応じた種々な処
理を行うプロセッサ（ＣＰＵ）４ａ、ＣＰＵの作業領域やデータやプログラムの保持領域
を構成する内部メモリ４ｂ、ネットワーク３による通信処理を行う通信装置４ｃなどを含
む本体４、液晶ディスプレイ（画面表示装置）５、キーボードおよびマウス（図示せず）
を含む入力装置６、ＨＤＤやＣＤ装置などの外部記録装置７を有している。
【００２９】
　クライアントコンピュータ２上で動作するクライアントプログラムは、ユーザインター
フェース部（ＵＩ部）、ブラウザプログラムおよびＬＡＮ通信制御部を含んでいる。
　クライアントプログラムは、例えば、記録媒体８を介してクライアントコンピュータ２
の記録装置７に供給され、メモリ４ｂにロードされてＣＰＵ４ａにより実行される。クラ
イアントプログラムは、これらの構成要素により、クライアントコンピュータ２を利用す
る組織構成員（ユーザ）に対して、ＷＷＷ閲覧および入力機能を提供する。
【００３０】
　クライアントプログラムにおいて、ＵＩ部は、入力装置６に対するユーザの操作を受け
入れて、クライアントプログラムの各構成部分の処理を制御する。また、ＵＩ部は、ウェ
ブブラウザが受けたネットワーク３からのデータを、画面表示装置５からユーザに対して
表示する。ＬＡＮ通信制御部は、ＬＡＮなどのネットワーク３を介した他のクライアント
コンピュータ２あるいはサーバ１（通信の主体となる構成部分を総称して通信ノードとも
記す）との間の通信や、他の通信ノードとの間の通信を制御する。ウェブブラウザは、ク
ライアントコンピュータ２のユーザに対して、ＷＷＷ閲覧機能および入力機能を提供する
。
【００３１】
　後述するように構成員に対して役に立った過去の経験等をアンケート調査する場合、ウ
ェブブラウザは、サーバ１のウェブサーバから受けた該アンケート調査に必要な質問事項
を、表示装置５に画面表示してユーザに提示する。このアンケート調査では、例えば、ウ
ェブサーバからクライアントコンピュータ２上のブラウザに表示された質問に対し、各構
成員が、入力装置６により回答を文章の形式で書き込んだり、あるいは、予め用意された
選択肢を選択することにより行われる。なお、この他の形態としては、アンケート用紙を
構成員に配布し、これに記入された回答を、手作業あるいはＯＣＲによりサーバ１に入力
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する方法や、構成員が役に立った経験に関して記述されたドキュメントのファイルを指定
することが考えられるが、ここでは代表例として電子的なアンケートであるウェブアンケ
ートの例を示す。
【００３２】
　ウェブアンケートを行なう場合、ブラウザ上に表示された質問事項に対して、調査対象
者（構成員）が入力装置６を用いて回答を入力すると、ウェブブラウザは回答を受け入れ
て分析・評価処理を行うサーバ１にネットワーク３を介して送信する。
　このとき、クライアント２やウェブサーバ（サーバ１）などが、回答の分析・評価に必
要とされる調査対象者の識別情報および回答日時などを、自動的に回答に付すことができ
、あるいは、調査対象者が、ブラウザに対する明示的な操作を行って、これらの情報を回
答に付すことができる。すなわち、アンケート回答には、回答したユーザ識別情報および
回答日時が付加される。
【００３３】
　また、ブラウザプログラムは、アンケート時に調査対象者が必要な入力をすべて行なっ
たかなどのチェックを行い、アンケート結果（回答）を項目ごとにタグなどをつけ、サー
バ１で分離できるような形態で送信する機能を有している。
　この他、過去の重要な経験及び知識を俯瞰したり、検索する機能をウェブブラウザはブ
ラウザプログラムとともに提供する。例えば、ウェブブラウザは過去の重要な経験や知識
に対する検索項目をメニューなどで画面表示し、ブラウザプログラムはユーザが指定した
検索項目に対応してデータベース検索式などを生成してサーバ１に送信する。なお、ユー
ザが指定した項目のみを送信し、サーバプログラム側で検索式を生成するようにしてもよ
い。
【００３４】
　図３には、サーバ１上で動作するサーバプログラムによる主要な機能構成を示してある
。
　なお、これら機能部は、上記と同様に、例えばサーバプログラムが記録媒体８を介して
サーバコンピュータ１の記録装置７に供給され、メモリ４ｂにロードされてＣＰＵ４ａで
実行されことにより構成される。
【００３５】
　サーバ１は、表示するアンケートの提供やアンケート結果（回答）の入力がなされるＷ
ＷＷサービス機能を持ったウェブサーバ１０、アンケート結果を集計するデータ集計装置
１１、アンケート結果及びアンケート結果から抽出した経験知識を蓄積する経験知識デー
タベース１２、アンケート結果から経験知識を解析する知識解析部１３ａと経験知識間の
関係を計算して表示処理を行う知識関係表示処理部１３ｂを有する経験知識処理部１３、
業務活動や知識創造プロセスに関する単語集合などの辞書を蓄積してある辞書データベー
ス１４、アンケート回答者に関する個人及び組織情報を蓄積してある組織・個人データベ
ース１５、出力部１６を有している。なお、図３中に点線で示すように、必要に応じてロ
グデータベース１７がさらに付加される。
【００３６】
　過去の経験や知識に関するアンケート調査が行われる場合、ウェブサーバ１０は、クラ
イアントコンピュータ２上で動作するウェブブラウザを介して、表示装置５に経験知識処
理部１３から受けた該アンケート調査に必要な質問事項を表示する。
　この他、サーバ１はユーザからの要求に従い、経験知識データベース１２に蓄積された
経験と知識内容を経験知識処理部１３を介して検索し、結果をユーザに好適な形で処理し
、表示する機能も有している。
　また、データ集計装置１１は、必要に応じて、ログデータベース１７に記録したアンケ
ートに関するログを、経験知識処理部１３などに対して送信する。
【００３７】
　ここで、下記に詳細に説明するように本実施例においては、ウェブサーバ１０が、個人
の過去の活動から得られた経験に関する情報、経験から得られた知識に関する情報、知識
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の適用に関する情報、知識を得た経験の時期に関する情報、知識を保有する個人に関する
情報などを例えばテキスト形式で入力する入力手段を構成している。
【００３８】
　また、下記に詳細に説明するように本実施例においては、知識解析部１３ａが、経験に
関する情報と知識の適用に関する情報とを経験した活動に関する情報に関係付ける処理、
知識を獲得するに経験した活動を同定する処理、知識を獲得又は適用した活動を同定する
処理、経験し又は知識を適用した職種を同定する処理、経験から知識を獲得した知識創造
プロセスを同定する処理、知識を新たな活動に適用した知識創造プロセスを同定する処理
、知識創造プロセスを同定する処理、知識の個人間での伝搬状況を解析する処理、知識の
個人間での伝搬速度を算出する処理、活動毎に知識の獲得又は適用に関する知識数の総数
を算出する処理、知識創造プロセス毎に知識の獲得又は適用に関する知識数の総数を算出
する処理、職種毎に知識の獲得又は適用に関して知識数の総数を算出する処理、経験の時
期毎に知識の獲得又は適用に関して知識数の総数を算出する処理などを行う機能手段を構
成している。
【００３９】
　また、下記に詳細に説明するように本実施例においては、知識関係表示処理部１３ｂが
、図１９に示すように知識の伝搬状況を表示出力する処理、図２０に示すように知識の個
人間での伝搬速度を表示出力する処理、図２１や図２２に示すように知識総数を活動と知
識創造プロセスとの二元表で表示出力する処理、図２３に示すように知識総数を活動と職
種との二元表で表示出力する処理、図２４に示すように知識総数を職種と知識創造プロセ
スとの二元表で表示出力する処理、図２５や図２６に示すように知識総数を活動と経験の
時期との二元表で表示出力する処理、図２７に示すように知識総数を経験の時期と知識創
造プロセスとの二元表で表示出力する処理などを行う機能手段を構成している。
【００４０】
　また、下記に詳細に説明するように本実施例においては、経験知識データベース１２が
、活動と知識創造プロセスとに分類して経験に関する情報及び知識に関する情報及び知識
の適用に関する情報を格納するデータベースや、上記解析された情報を格納するデータベ
ースを構成している。
　また、下記に詳細に説明するように本実施例においては、辞書データベース１４が活動
や知識創造プロセスを定義する単語を記録して上記同定処理により参照される辞書手段を
構成している。
【００４１】
　以下、本実施例で行なわれる処理の詳細について説明する。
　ウェブサーバ１０は、経験知識に関するアンケート調査のための質問をクライアント２
へ提供して表示させ、この質問に対して過去の経験やそこから得た知識などに関してユー
ザの応答を受け付け、このユーザからの回答を経験知識データベース１２に蓄積する。
　次に、経験知識処理部１３は知識解析部１３ａで、経験知識データベース１２に蓄積さ
れた回答を分析して、ある個人の経験、そこから得た知識、知識の活用場面（適用）を分
析し、これらを、辞書データベース１４に蓄積されている活動辞書を用いて関連する業務
活動に対応付け、また、知識プロセス辞書を用いて知識創造プロセスに対応付け、経験知
識データベース１２に登録する。
【００４２】
　知識関係表示処理部１３ｂは、クライアント２の入力装置６に対するユーザの操作を受
け入れ、例えば、経験知識データベース１２に登録されている知識を比較し、知識の再利
用状況や伝播状況を計算して、クライアント２へ提供してその表示装置５に表示させる。
　また、知識関係表示処理部１３ｂは、ユーザの検索などの要求操作に応じて、ログデー
タベース１７に記憶されたログ、および、経験知識データベース１２に蓄積された経験知
識を、クライアント２に提供してその表示装置５に表示させる。例えば、経験知識データ
ベース１２に登録された知識を業務活動と知識創造プロセスから構成される二元表として
表示して、登録されている経験知識を俯瞰することを可能にする。この他、登録された知
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識をユーザからある知識創造プロセスで再利用された知識や、ある業務活動で生まれた知
識とその事例などを検索する処理を実行する。
【００４３】
　図４には組織・個人データベース１５が記憶する組織情報の一例を示してあり、組織・
個人データベース１５は、組織情報として、識別子（組織ＩＤ）、組織名、組織形態、組
織が存在する期間（存在期間）、および、当該組織に上位の組織が存在する場合にはその
上位組織ＩＤを記憶している。
　なお、組織形態の部分には、企業の組織図に記載しているような公式組織、ある目的を
達成するために複数の公式組織が横断的に結集するプロジェクト組織だけでなく、自発的
な参加に基づくコミュニティのような組織、興味関心を同じくする情報共有等のグループ
などの組織の属性が格納されてもよい。
【００４４】
　図５には組織・個人データベース１５が記憶する個人情報の一例を示してあり、組織・
個人データベース１５は、各組織の各構成員の個人情報として、識別子（個人ＩＤ）、個
人名前、個人が所属する組織の組織ＩＤ（図４の組織ＩＤに対応）、当該個人が組織に所
属した期間を記憶している。
　なお、個人情報にはマネージャなどの組織内での職位情報が含まれてもよく、この職位
情報も再利用された知識の知識源などを特定することに利用できる。
【００４５】
　このような組織情報や個人情報を経験知識処理部１３が利用することで、経験知識デー
タベース１２に入力された過去の経験に個人情報や組織情報があった際に、組織の役割を
特定でき、この役割を利用して、業務活動や職種を特定することにも利用できる。また、
再利用された知識の知識源などを特定することにも利用できる。
【００４６】
　図６には経験知識データベース１２に記憶する過去の経験と経験から得た知識の活用に
関する調査結果情報の一例を示してある。
　調査対象者（ユーザ）が、クライアントコンピュータ２上で動作するウェブブラウザに
表示された質問に回答して送信すると、データ集計装置１１は、当該回答を受けて集計処
理を行い、図６に示す調査結果情報を回答内容および質問内容に応じて作成し、経験知識
データベース１２に記憶する。
【００４７】
　図８にはクライアント２のユーザに提示する電子アンケートの一例を示してあり、この
アンケートは、個人の過去の経験、経験から得た知識などを、知識の適用に関して個人の
課題解決に関する簡易的な物語として順に質問する質問票となっている。
　例えば、過去の業務経験のうちで現在の業務遂行に役に立っている経験に関して、「あ
なたが現在の業務を遂行する上で役にたっている、過去の業務経験に関して教えてくださ
い。」という内容の質問Ａと、それに対して経験の内容を回答するためにユーザがテキス
ト記述する欄を含んでいる。
【００４８】
　さらに、当時の仕事内容や職務の質問Ｂとそれに対してユーザが選択入力する欄、当時
の所属組織の内容（すなわち、現存組織との対応）の質問Ｃとそれに対してユーザが回答
をテキスト記述する欄、当該経験を得た期間の質問Ｄとそれに対してユーザが回答をテキ
スト記述する欄を含んでいる。
　なお、上司など他の人の活動や他部門で役に立っている経験の場合には、どこから影響
を強く受けたかを付属して質問してもよい。
【００４９】
　さらに、上記質問に続いて、「経験から学んだことは何ですか?」と言った「獲得でき
た経験知識」に関する内容の質問Ｅとそれに対してユーザが回答をテキスト記述する欄、
「その経験をどのような場面で活かしてますか？」と言った「知識の適用」に関する内容
の質問Ｆとそれに対してユーザが回答をテキスト記述する欄を含んでおり、このような順
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で質問して回答させるといった形式により、回答者のユーザは自分の過去の経験、得た知
識、知識の適用という形で、個人の課題解決に関する知識の流れを簡易的なストーリーと
して回答し、その結果は経験知識データベース１２に格納される。
　なお、本例では、経験や知識が現在の業務で役に立っている理由や根拠の質問Ｇとそれ
に対してユーザが回答をテキスト記述する欄を含んでいる。
【００５０】
　経験知識処理部の知識解析部１３ａは、このような質問へのユーザ（調査対象者）の回
答と、組織・個人データベース１５に記憶された個人情報および組織情報（図４、図５）
とを対応づけて、回答下ユーザを識別するために用いられる識別子（回答者ＩＤ；図５の
個人ＩＤに対応）、この回答を識別するための識別子（回答ＩＤ）に加え、回答から抽出
した、過去の重要な経験の記述、当時の職種（経験職種）、影響者・組織の識別子（個人
ＩＤｏｒ組織ＩＤ）、経験時期、課題、状況、適用事例、理由、結果、適用職種、適用時
期、回答日時などを含む調査結果情報を図６に示すような構成で作成し、経験知識データ
ベース１２に記憶する。
　なお、この調査結果は、獲得できた経験知識および知識の適用に関する回答に付加して
、経験知識データベースに記録する。
【００５１】
　なお、例えば、回答者に影響を与えた個人や組織を示す情報などについては、回答者自
身が直接回答する他に、例えば、知識解析部１３ａが、回答者の回答に含まれる文章に対
して、他のテキスト入力された回答項目と同様に、テキスト解析を行うことにより自動的
に求めることも可能である。また、経験職種は、回答者の個人ＩＤと経験時期から組織・
個人データベース１５を検索し、職種を自動的に求めてもよい。また、適用職種に関して
も同様の処理をすることが可能である。また、適用時期は、調査対象ユーザの回答の根拠
や結果部分に日時に関わる情報が含まれていれば、その時間情報を登録してもよい。また
、時間情報が含まれていない場合には、調査時の業務活動に経験知を適用すると見なして
、回答日時を設定してもよい。
【００５２】
　さらに、図６に示したように、調査対象ユーザの回答日時を調査結果に付加して経験知
識データベース１２に記録することもでき、回答日時を付与し記録することにより、過去
の調査結果に対して比較を行い、個人の役に立った知識などに対する意識の変化や、さら
に、ある個人の役に立った経験が他の個人に伝播したか、活動内容や影響者のデータが一
致をしているかを計算することで可能になる。この他、年に一度など定期的に本アンケー
ト調査を実施することで、経験知識がある組織内への伝播、さらには他部門の関係者への
伝播の早さなどを計算することも可能になる。
【００５３】
　図７には、分析プログラムを実行する知識解析部１３ａでアンケート調査結果の分析・
処理を行い、経験知識データベース１２に登録される経験知識（経験から得られる知識）
の抽出結果の一例を示してある。
　経験知識は、識別子（知識ＩＤ）、経験知識名称（タイトル）、調査対象ユーザの回答
識別子（回答ＩＤ）、知識創造プロセス（ＳＥＣＩのプロセスステップ）、役に立った経
験をした業務活動（経験業務）、成功／失敗フラグ、適用可能な業務活動（適用業務）、
適用対象者を含んでいる。
　なお、経験業務および適用業務には、対応する業務活動ＩＤが登録される。また、タイ
トルは、好適には調査対象ユーザの回答から経験知を読み込み、既存の要約技術で要約し
た結果を登録してもよいし、ナレッジマネージメントシステムを主管する担当者が登録・
編集してもよい。
【００５４】
　ここで、適用対象者は、例えば、「重点顧客にアプローチできていない部下の営業マン
がいれば、…」という回答からは、「部下の営業マン」が適用対象者として登録される。
また、成功/失敗フラグは、成功やそれまでの自分では不可能であったことを体験した例
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か、失敗もしくは望ましくない結果を得た体験した例なのかを表すフラグである。成功や
それまでの自分では不可能であったことを体験した例の場合“1”をフラグとして立て、
失敗もしくは望ましくない結果を得た体験した例の場合“-１”をフラグとして立てる例
を以下に説明する。例えば、「お客様のニーズが分からず営業売上が伸びなかったので、
優秀な先輩に見本を見てもらった。」という回答からは、自分ではそれまでわからなかっ
たお客様のニーズをつかむ行動を優秀な先輩が見本として見せた体験であるので、経験知
識データベース中の過去の重要な成功経験を表す情報として成功フラグが１として登録さ
れる。
【００５５】
　上記のように、個人の経験に関する情報、経験から得られた知識に関する情報、知識の
適用に関する情報、経験や適用の時期に関する情報、個人を識別する情報などを含む調査
対象ユーザからの回答に基づいて、知識解析部１３ａが解析及び関係付け処理を行い、図
７に示す知識抽出結果を、図４に示す組織情報、図５に示す個人情報、図６に示す調査結
果を関係付けて経験知識データベース１２に格納する。したがって、入力された経験、知
識、適用などの情報は活動、知識創造プロセス、職種、経験や適用の時期などの情報に関
係付けられて管理される。
【００５６】
　図９には、辞書データベース１４に蓄積される活動辞書の構成を例示してある。
　活動辞書に記述される業務活動は、業務活動ＩＤ、活動名、活動定義単語集合、上位活
動ＩＤを含んでいる。活動単語集合は、図１０に示すように、述語動詞、述語修飾語、目
的格名詞、目的格名詞修飾語、主格名詞、主格名詞修飾語を含んでおり、これら単語は活
動を特定するものである。例えば、図１６に示すように、「顧客のニーズを獲得する」と
いう活動名に対しては、述語動詞に「獲得する」、目的格名詞に「ニーズ」、目的格修飾
語に「顧客」が登録されている。また、「サービスマンがお客様との関係を良好に保つ」
という業務活動では、述語動詞に「保つ」、述語修飾語に「良好に」、目的格名詞に「関
係」、目的格名詞修飾語に「顧客」、主格名詞に「サービスマン」が登録されている。
　なお、述語修飾語、目的格名詞、目的格名詞修飾語、主格名詞、主格名詞修飾語は不要
な場合にはデータを登録しなくてもよく、また、目的格名詞などに複数の候補がある場合
は、（ＡｏｒＢ）（ＡａｎｄＢ）などの論理的な表現で登録してもよい。
【００５７】
　図１１には、本例で利用する活動分類の上位・下位の関係の一例を木構造を用いて示し
てある。
　この活動の分類では、「獲得する」「作る」「提供する」がそれぞれ、「材料など価値
の源となるものを入手する」（インプット）、「価値をつくる」（プロセス）、「価値を
提供する」（アウトプット）として価値連鎖に直接関わる業務活動に対応し、「設計する
」が価値を設計する業務活動、「マネージする」が上記４つの業務活動を管理する業務活
動に対応している。なお、図１１に示すように、例えば「顧客のニーズをつかむ」の上位
活動は「提供する」であることを表しており、「人材を管理する」の上位活動は「内部リ
ソースを管理する」で、さらに上位活動は「マネージする」であることを表している。
【００５８】
　図１２には辞書データベース１４に蓄積される知識プロセス辞書の一例を示してあり、
　知識プロセス辞書に記述される知識創造プロセスは、知識プロセスＩＤ、知識プロセス
定義単語集合、分類を含んでいる。
　知識プロセス定義単語集合は、図１３に示すように、手段を表す活動に関する単語集合
と、知識創造プロセスを表す単語集合の組みで構成され、各活動に登録される単語の組合
せは活動定義単語集合と同様である。
【００５９】
　具体的には、知識プロセス定義単語集合は、手段述語、手段述語修飾語、手段目的格名
詞、手段目的格修飾語、手段主格名詞、手段主格修飾語、知識創造活動述語、知識創造活
動述語修飾語、知識創造活動目的格名詞、知識創造活動目的格名詞修飾語、知識創造活動
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主格名詞、知識創造活動主格修飾語を含んでいる。
　活動定義単語集合と同様に、知識創造活動述語以外の項目は、不要な場合、登録しなく
ても可能である。また、活動定義単語集合と同様に、論理的な表現も可能である。
【００６０】
　例えば、ＳＥＣＩモデルの共同化（Ｓ）に関わる知識創造プロセス「同僚との対話を通
じて、アイデアを得る。」の場合、知識プロセス辞書の「分類」が「共同化」として登録
されており、知識プロセス定義単語集合には、手段述語に「対話する」、手段述語修飾語
に「同僚」、知識創造活動述語に「得る」、知識創造活動目的格名詞に「アイデア」が登
録されている。
　この他、辞書データベース１４には、シソーラスなど単語の類義語や狭義語の関係を示
す一般辞書も登録されている。また、業種や組織ごとに、顧客やサプライヤを示す企業や
部門の名称などの固有名詞や社内用語を辞書として登録しておいてもよい。
【００６１】
　次に、サーバ１の経験知識処理部１３で行われる処理を説明する。
　図１４には、経験知識データベース１２に登録された調査結果（図６）の内の記述され
ているテキストを用いて、知識解析部１３ａにより業務活動や知識創造プロセスを抽出す
る処理の概略を示してある。
　まず、記述されたテキストの構文解析を行い、動詞、名詞、形容詞、副詞などの語彙と
文節を取り出す。好適には、さらに意味解析を行い、述語、目的語、修飾語などの情報を
解析し、意味構造を含めた解析木などの構造が抽出されるとよい。図１４には、語彙機能
文法（ＬＦＧ）を用いて意味解析をした場合の解析の処理例を示してある。
【００６２】
　そして、分離ルールを用いて、回答結果を経験知識データベース１２の調査結果テーブ
ルの各項目に分離する。その後、解析結果として得られた格情報や品詞情報を利用して、
辞書データベース１４に登録されている専用辞書および一般辞書とのマッチング処理を行
う。ここで、業務活動を抽出する場合には専用辞書として活動辞書を、知識創造プロセス
を抽出する場合には専用辞書として知識プロセス辞書を利用する。
　そして、対応する業務活動（活動ＩＤ）と知識創造プロセス（知識プロセスＩＤ）を抽
出し、経験業務、適用業務、知識創造プロセスとして経験により得られた知識（経験知識
）を構成し、経験知識データベース１２に登録する。なお、構文解析のみを用いた場合に
は、単語の共起関係を用いてマッチング処理を行えばよい。
【００６３】
　すなわち、上記の処理によって、質問の回答で得られた経験知識に対応する業務活動や
知識創造プロセスが抽出され、当該経験知識に関連付けて経験知識データベース１２に登
録される。
　このような抽出や登録などに係る処理を以下にさらに詳細に説明する。
【００６４】
　まず、図２９に示した処理フローと、図１７に示した事例を参照して、ルールを利用し
てアンケート回答文をテキスト処理して、状況と適用事例などを分離し、経験知識データ
ベース１２の超結果テーブルの各項目を抽出する方法（分離処理）を詳細に説明する。
【００６５】
　[課題と経験知の分離]
　課題・経験知分離ルールを用いて、入力されたアンケート回答文（図８における質問Ａ
―２に対する回答文「お客様のニーズがよく分からないときには、優秀な人と一緒に活動
し、その人の営業ノウハウやコツを得るといい。」）から課題の記述と経験知の記述を分
離し（ステップＳＳ２１、Ｓ２２）、課題記述テキストと経験知記述テキストを抽出する
（ステップＳ２３、Ｓ２４）。例えば、図１７の例は、「場合」,「とき」,「ので」の接
続的役割を担うことばを含む場合には、そのことばの前の記述を経験知識ベース１２の「
課題」項目に、後の記述に「いい」という形容詞を含むので経験知識ベースの「経験知」
項目に設定するルールを適用した場合の処理の概要を表している。
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【００６６】
　[状況と適用事例or手段の分離]
　同様に、状況・適用事例or手段分離ルールを用いて、入力されたアンケート回答文（図
８における質問Ａ―３に対する回答文「重要顧客にアプローチできていない部下の営業マ
ンがいれば、課内の一番優秀な営業を同行させる。」）から状況の記述と、適用事例もし
くは手段の記述を分離し（ステップＳ２５、Ｓ２６）、経験知識ベース１２の「適用事例
or手段」の項目と「適用事例フラグ」を設定する（ステップＳ２７～Ｓ３０）。図１７の
例における状況・適用事例or手段分離ルールを適用すると、「ので」「から」「ため」な
ど接続助詞が含まれる場合には、接続助詞より前の記述を経験知識ベースの「状況」項目
に設定する。そして、接続助詞より後ろの記述に含まれる述語動詞が過去形である場合に
は事例が記述してあると判断し、経験知識ベースの「適用事例」に接続関係詞より後ろの
記述を設定し、述語動詞が過去形でない場合は手段が記述してあると判断し、経験知識ベ
ースの「手段」に設定する。
【００６７】
　[根拠と結果の分離]
　同様に、根拠・結果分離ルールを用いて（ステップＳ３１）、アンケート回答文から根
拠の記述と結果の記述を分離する（ステップＳ３２～Ｓ３４）。図１７の例では、「ので
」，「から」,「ため」の接続助詞を含む場合には、その接続詞の前の記述を経験知識ベ
ース１２の「根拠」項目に、後ろの記述を「結果」項目に設定するルールを適用した場合
の処理の概要を表している。また、「ため」などの記述で回答文が終了している場合には
、アンケート回答文の解析結果が動詞でない最上位の述語で終わっているので、経験知識
ベースの「根拠」のみを設定するルールが記述してある。
【００６８】
　[適用対象者の抽出]
　抽出された状況記述テキスト（ステップＳ２７）に対して適用対象者抽出ルールを用い
て（ステップＳ３５）、先に特定した経験知識ベース１２の「状況」項目から関与者（適
用対象者）を抽出する。図１７の例では、職種、役割、組織での上下関係を表す言葉と一
致しているか判断するルールが記述してあり、その中に「部下」という言葉が含まれてい
るので、「部下」を抽出し、経験知識データベースの「適用対象者」に「部下」を設定で
きる。
【００６９】
　[成功/失敗フラグの抽出]
　アンケート回答文から可能表現や肯定・否定表現、もしくは特定の動詞を取り出し、失
敗判断ルールや成功判断ルールに基づき（ステップＳ３７、Ｓ３８）、成功か失敗か判断
し、成功/失敗フラグを設定する（ステップＳ３９、Ｓ４０）。例えば、述語動詞が「で
きない」「うまくいかない」など可能表現かつ否定表現を含む場合や、「くりかえす」「
繰り返す」などの述語動詞があれば、「失敗」と判断するなどのルールを予め記述してお
く。同様に、可能表現と肯定表現を含む場合は、「成功」と判断する成功判断ルールを予
め記述しておく。なお、成功/失敗とも判断できない場合は、未定とする（ステップＳ４
１）。なお、「ｘｘｘしてきている」など「事態が継続している」ことを表す意味表現を
取り出してルールに追加したりしてもよい。
【００７０】
　[業務活動の抽出]
　図１５、図１６、図１７を参照して、調査結果（図６）の内の「過去の重要な経験」と
して記述されたテキストから、経験業務活動を抽出する処理を詳細に説明する。
　まず、語彙機能文法に基づいた意味解析を行い（ステップＳ１）、図１７に示すような
述語、主語、修飾語などが提示された解析結果１７１を得る。解析結果を表すF-Structur
e内の動詞と活動辞書中の活動定義単語集合に登録されている述語動詞１７２と一致もし
くは類似するものを検出する（ステップＳ２）。
【００７１】
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　すなわち、述語動詞とマッチングがあるかを判定し（ステップＳ３）、ある場合にはマ
ッチング数が１つであるかを判定して（ステップＳ４）、１つである場合にはこれをクラ
イアントユーザあるいは管理者ユーザに提示して確認した後に処理を終了する（ステップ
Ｓ１４）。一方、マッチング数がシステム設定やユーザ設定で指定された数を上回る場合
には（ステップＳ５）、目的格名詞などによるさらなるマッチング処理を行う。一方、マ
ッチング数が指定された数に収まる場合には（ステップＳ５）、あるいは、マッチングが
なくて業務活動が同定できない場合は（ステップＳ３）、クライアントユーザあるいは管
理者ユーザに業務活動を辞書から選択させる（ステップＳ１７）。
【００７２】
　ここで、複数の業務活動が検出される場合には（ステップＳ５）、一致または類似の目
的格名詞の検出・マッチング処理（ステップＳ６、Ｓ７）、一致または類似の目的格名詞
修飾語の検出・マッチング処理（ステップＳ８、Ｓ９）、一致または類似の主格名詞の検
出・マッチング処理（ステップＳ１０、Ｓ１１）、一致または類似の主格名詞修飾語の検
出・マッチング処理（ステップＳ１２、Ｓ１３）、一致または類似の述語修飾語の検出・
マッチング処理（ステップＳ１４、Ｓ１５）を、単一もしくは予め指定された選択数以下
の業務活動が同定するまで行う。なお、マッチング確認処理（ステップＳ７、Ｓ９、Ｓ１
１、Ｓ１３、Ｓ１５）は、ステップＳ３～Ｓ５及びＳ１６の処理と同様である。
【００７３】
　なお、上記の道程処理において、予め節単位で言換えルールを辞書データベースに定義
しておき、意味が同じ表現となる言い換え表現を含めてマッチング処理を行ってもかまわ
ない。例えば、「名詞Aの名詞Bが動詞C」というフレーズが回答文にあり、「目的格修飾
語：名詞A、目的格名詞：B、述語動詞：C‘」という活動表現句が合った場合には、図２
８に示すような節類似ルール、動詞句類似ルール、名詞句類似ルールを定義し、適用する
ことで、同義とかどうか判断することができる。
【００７４】
　なお、節類似ルールには、入力されたテキストで受動態が使用されている場合など、主
語と目的語の関係が逆転する場合があるので、目的格名詞および主格名詞に関しては、意
味解析した結果の目的語を示す名詞と、主語を示す名詞の両方に関して、目的格名詞、目
的格名詞修飾語、主格名詞、主格名詞修飾語に関してマッチング処理するように定義する
ことが好ましい。
　また、複数の業務活動が選択される場合には、ユーザに好適な業務活動を１個選択させ
てもよい。
　さらに、単一の業務活動が検出された場合でも、ユーザに正しい業務活動であるか問い
合わせをし（ステップＳ１６）、正しくない場合には、単一活動が同定された前の処理に
戻り、そこで候補としてあがった複数の業務活動のなかから一番近い業務活動を選択させ
てもよい。
【００７５】
　なお、類似の検出には、シソーラスなどを用いて類義語が含まれるか否かで行う。この
処理を行っても、業務活動が同定できない場合には、上位もしくは下位の業務活動に対し
て同様の処理を行う。
　また、最終的に、業務活動が同定できない場合は、ユーザに新たな業務活動を登録する
よう要求するようにしてもよく、この場合、業務活動辞書に登録されている業務活動のう
ち、上位活動が登録されていない業務活動（基本業務活動）などをメニューなどの手段で
提示し、関連ある業務活動を選択の上、詳細な業務活動を記述させると好適である（ステ
ップＳ１７）。
【００７６】
　図１７の例で示すように、「お客様のニーズが分からず営業売上が伸びなかったので、
優秀な先輩に見本を見てもらった。」という経験活動に関するテキスト記述から業務活動
を抽出する場合を図２８に示すルールを利用して説明する。
　解析結果のなかから、まず述語動詞候補として「わかる」「伸びる」「見る」の動詞（
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述語）を抽出する。一般辞書のシソーラスを用いて、同義語として「獲得する」「理解す
る」「つかむ」を得る。
【００７７】
　そして、図１６に例示した活動辞書とのマッチングを行い、述語動詞として「つかむ」
「獲得する」が登録されている業務活動ＩＤ-１、業務活動ＩＤ-７、業務活動ＩＤ-８が
業務活動候補としてあがる（動詞句類似ルール適用）。
　次に、節類似ルールを適用して、活用辞書の目的格名詞と解析結果の主格名詞に対して
マッチング処理を行う。解析結果の主語（主格名詞）と業務活動ＩＤ-７、業務活動ＩＤ-
８の目的格名詞が一致する。共に名詞が「ニーズ」であるので、業務活動候補として業務
活動ＩＤ-７と業務活動ＩＤ-８が残る。
【００７８】
　次に、解析結果の主語に対する修飾語「お客様」に対して、マッチング処理を名詞句類
似ルールを用いて行う。図１４に示すように、シソーラス内に「お客様」の類義語として
「顧客」「お得意」「得意先」が登録されているとして、目的格名詞修飾語に関してマッ
チング処理を行うと、業務活動ＩＤ-７の目的格名詞修飾語「顧客」とマッチングするこ
とができる。
　このようにして、業務活動ＩＤ-７の「顧客ニーズをつかむ」という業務活動を自動的
に抽出することができ、この「顧客ニーズをつかむ」という業務活動が図７に示す経験知
識抽出結果の「経験業務」の項目に設定される。
【００７９】
　「顧客のニーズをつかむ」という活動は、図１１に示すように「価値を提供する」基本
業務分類の「提供する」業務活動の下位活動となっているので、該経験活動は「価値を提
供する」の業務活動分類に関する知識が獲得されたことになり、図７に示すように当該知
識が当該業務活動に関係付けられて経験知識データベース１２に記録される。
　なお、経験知識抽出結果の適用業務も経験知識調査結果の適用事例などから抽出できる
が、これも上記と同様の処理を行うことで実施されるので説明は割愛する。
【００８０】
　[知識創造プロセスの抽出]
　知識解析部１３ａによって行われる、図６に示した調査結果に登録された経験知識およ
び登録された適用内容から知識創造プロセスを抽出する処理を説明する。
　まず、業務活動の抽出と同様に、構文解析を行い、動詞、名詞、形容詞、副詞などの語
彙を取り出す。
　ここで、さらに、「通じて」「によって」「ときには」などの接続関係を表す語などを
利用して文を、手段や行為（活動）を記述してある部分と、知識創造プロセスを記述して
ある部分とに分けるルール（知識創造活動・手段活動分離ルール）を登録しておき、手段
や行為を記述してある部分と、知識創造プロセスを記述してある部分に分割してもよい。
【００８１】
　図３０の知識創造プロセス抽出フローが示すように、業務活動を抽出する場合と同様に
、好適には、経験知識データベース１２の「経験知識」及び「適用内容」の項目のテキス
トから（ステップＳ５１、Ｓ５２）、知識創造活動・手段活動分離ルールを適用して（ス
テップＳ５３）、知識創造活動の記述部と手段の記述部を抽出し（ステップＳ５４、Ｓ５
５）、意味解析を行って（ステップＳ５６）、述語、目的語、修飾語などの情報を解析し
、意味構造を含めた解析木が構成されるとよい。そして、解析木中の述語動詞と知識プロ
セス辞書中の知識創造活動述語と一致もしくは類似するものを検出し（ステップＳ５７～
Ｓ６０）、マッチング数が１つの場合には画面表示してユーザの確認をとって処理を終了
する（ステップＳ６１）。
【００８２】
　この検出はマッチング処理で行われるが、マッチング数がゼロの場合には（ステップＳ
５８）、言換えルールがある場合には、言換えルールを適用して述語動詞の言換えを生成
して処理を行う一方（ステップＳ６３、Ｓ６４）、言換えルールがない場合には、ユーザ
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に辞書の知識創造活動・手段活動の項目について選択を促して処理を終了する（ステップ
Ｓ６２）。
【００８３】
　また、マッチング数がユーザが指定した数以上の場合（複数の知識創造述語が検出され
る場合）には（ステップＳ６０）、一致または類似の手段述語の検出、以下業務活動を特
定した場合の処理（図１５）と同様に、知識創造述語および手段述語に対して、一致また
は類似の目的格名詞のマッチング処理（ステップＳ６５、Ｓ６６）、目的格名詞修飾語の
マッチング処理（ステップＳ６７、Ｓ６８）、述語動詞修飾語のマッチング処理（ステッ
プＳ６９、Ｓ７０）、主体名詞のマッチング処理（ステップＳ７１、Ｓ７２）、主体名詞
修飾語のマッチング処理（ステップＳ７３、Ｓ７４）を行い、上記一連の処理を単一の知
識創造プロセスが同定されるまで行う。
【００８４】
　経験知を表すテキスト（例えば、図８中のＥの回答部）、過去の重要な経験を表すテキ
スト（例えば、図８中のＡの回答部）、適用内容を表すテキスト（例えば、図８中のＦの
回答部）から異なる知識創造プロセスが同定された場合は、ユーザに一番好適なものを選
択させるとよい。また、図９に示した経験知識表すテキスト、経験を表すテキスト、適用
内容を表すテキストから知識創造プロセスが同定できない場合は、ユーザに知識プロセス
辞書データベースに登録されているカテゴリを選択させ、新たな知識創造プロセスを登録
するよう要求するようにしてもよい（ステップＳ６２）。
【００８５】
　[経験知識の登録処理]
　知識解析部１３ａにおいて行われる、図７に示す構成をとる経験知識の抽出結果を、経
験知識データベース１２に登録する処理を説明する。
　調査結果の回答ＩＤと、対応する調査結果の回答（回答ＩＤ）を経験知識データベース
１２に登録する。そして、回答の活動内容に係る入力事項から抽出した業務活動を経験業
務に、回答の適用内容に係る入力事項から抽出した業務活動を適用業務に登録する。そし
て、上記知識創造プロセスの抽出結果を知識創造プロセスに登録する。経験知識の名称は
、好適には、調査対象者の回答から経験知を読み込み、既存の要約技術で要約した結果を
登録してもよいし、ナレッジマネージメントを主管する担当者が登録・編集してもよい。
【００８６】
　上記のように経験に関するアンケート結果から抽出され、当該経験した業務活動や知識
創造プロセスと関係付けられて経験知識データベース１２に記録される各個人の経験知識
は、知識関係表示部１３ｂによって、クライアント２またはサーバ１の表示装置５に図１
８に示すように画面表示される。
　すなわち、図７に示す経験知識結果を始めとした図４～図５に示す情報に基づいて、回
答者名や回答日時、経験知識のタイトル（経験知識名称）、経験知の内容記述（得た経験
知）、課題の記述、根拠の記述（理由）、状況の記述、結果の記述、リサイクル事例の記
述（適用事例）、関連業務活動の記述（経験業務）、関連知識創造プロセスの記述（知識
創造プロセス）、対象職種の記述、経験知活用時期（適用時期）、役に立った経験の記述
（過去の重要な経験）、経験時の職種（経験職種）、経験時期等を含む情報が画面に提示
される。
【００８７】
　[経験知識伝播の算出]
　知識解析部１３ａによって行う、ある個人から他の個人へと経験知識が伝播する経路（
経験知識伝播経路）の算出のアルゴリズムを、図１９を参照して説明する。
　まず、経験知識データベース１２中に登録されている任意の経験知識抽出結果１と経験
知識抽出結果２を取り出す。各経験知識を回答した調査対象ユーザの個人ＩＤを回答ＩＤ
より算出する。以下、経験知識１を回答した調査対象ユーザを個人１、経験知識２を回答
した調査対象ユーザを個人２として説明する。
【００８８】
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　もし、個人１と個人２の個人ＩＤが一致していない場合、各経験知識抽出結果に登録さ
れている知識創造プロセス情報（知識プロセスＩＤ）の比較を行う。このＩＤが一致する
ことにより類似の経験知を獲得したと判断する。
　なお、さらに詳細に経験知識が一致するか否か検出する場合には、回答ＩＤから経験知
識の調査結果に記録されている経験知情報として記述されているテキストを既存の技術で
意味解析して解析木を構成し、解析木の類似度を既存の技術で計算して、類似度の程度に
より一致性を判断してもよい。
【００８９】
　そして、個人１が個人２の影響者、もしくは個人２が個人１の影響者になっているかを
、経験知識１および経験知識２内に登録された各回答ＩＤから経験知識の調査結果として
登録されている影響者情報を検索して算出する。
　一方の経験知識を回答した調査回答者が他方の経験知識の影響者情報になっている場合
は、経験知識が伝播したと見なし、経験知識１、経験知識２、伝播期間からなる経験知識
伝播データを作成する。例えば、個人１が個人２の得た経験知の影響者の場合、（経験知
識１、経験知識２、２年）の経験知識伝播データが生成され、この情報は個人１の経験知
識１が個人２の経験知識２に２年後に伝播したことを意味することとなる。なお、伝播期
間の値は、経験知識１の抽出結果および経験知識２の調査結果（図６）にそれぞれ登録さ
れている経験時期情報の差分を計算する。
【００９０】
　また、組織・個人データベース１５を検索し、調査対象ユーザがある一定期間同じ部門
に存在したかを、組織ＩＤおよび登録されている期間情報を比較することにより判定し、
同じ部門に存在した期間（同組織期間）と片方の経験知識の経験時期情報が一致し（条件
１）、他方の経験知識の経験時期情報が同組織間以前であるか（条件２）を計算し、条件
１と条件２を満足する場合には、経験知識が伝播したと見なす。
　そして、経験知識に登録されている経験時期情報の前後により、経験知識１と経験知識
２がペアとなった順序リスト（経験知識伝播リスト）を作成する。例えば、個人１の経験
知識が同組織期間より以前に獲得され、個人２の経験知が同組織期間内に獲得された場合
には、（経験知識１、経験知識２、５ヶ月）で経験知識伝播データが生成される。
【００９１】
　[経験知識伝播経路・伝播速さの算出]
　知識関係表示処理部１３ｂは、上述の経験知識伝播データを接続し、図１９に示すよう
な有向グラフである経験知識伝播グラフを作成して、経験知識伝播経路をクライアント２
またはサーバ１の表示装置５に画面表示する。
　図１９では、経験知識１が経験知識２に伝播し、さらに経験知識２が経験知識３および
経験知識４に、また、経験知識５は経験知識６に伝播していることを表現している。なお
、分かりやすさのため、ここでは経験知識伝播グラフを図式表現したが、マトリックスな
どの数学的な表現として計算される。
【００９２】
　図１９の経験知識伝播グラフのリンクの距離は、経験知識伝播データの伝播期間を示し
たものであり、知識関係表示処理部１３ｂは、伝播期間と、グラフ内の経験知識の伝播木
（ある経験知識から到達可能な経験知識へのパスを示す木）を用いて、伝播速度を計算す
る。
　例えば、経験知識ｋから到達可能な知識ｉまでの伝播速度ｖは、伝播木内で経験知識ｋ
から到達可能な知識ｉのノード総数をＳとして、ｖ＝Σ｛（経験知識ｋから知識ｉまでの
距離）／（経験知識ｋから知識ｉまでのリンク数）｝／Ｓ、として計算することができる
。
【００９３】
　例えば、図１９の経験知識１では、経験知識２までの距離が１（年）でリンク数が１、
経験知識３までの距離が３（年）でリンク数が２、経験知識４までの距離が１．５（年）
でリンク数が２、ノード総数が４となるので、ｖ＝（３／２＋１．５／２＋１／１）／３
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＝１．０８３と伝播速度が計算できる。同様に、経験知識２は伝播速度が１．２５、経験
知識５が３、他の経験知識は伝播速度０と計算できる。
　なお、図２０に示すように、企業や組織ごとの伝播速度平均を計算して、企業や組織の
平均の経験知識伝達速度を算出して比較し、企業や組織の知識の伝播性を評価することも
できる。
【００９４】
　次に、知識関係表示処理部１３ｂで行なわれる、上記のように業務活動や知識創造プロ
セスと関係付けられて経験知識データベース１２に蓄積された経験知識の表示処理を説明
する。
【００９５】
　[個別経験知識]
　経験知識の抽出結果と対応する経験知識の調査結果を用いて、経験知識データベース１
２に登録されている経験知識は、図１８に示したように、個々に画面表示することができ
る。
【００９６】
　[経験知識マップ]
　次いで、経験知識データベース１２に登録されている経験知識全体を、ユーザの選択指
示に応じた態様で俯瞰表示する経験知識マップと、マップ表示に必要となる処理を説明す
る。
　図２１は、知識マップ作成に知識創造プロセスと業務活動の２軸を選択して二元表示し
た例を示したものである。
　表中の２／１の記述（２１１）は、業務活動「お客のニーズを特定する」かつ知識創造
プロセス「共同化」に関わる経験知識が２件獲得され、１件適用されたことを表示してい
る。また、矢印（２１０）は、業務活動「お客のニーズを特定する」かつ知識創造プロセ
ス「共同化」に関わる経験知識として獲得された知識が、業務活動「内部リソース全般を
管理する」として適用されたことを示す。
【００９７】
　図２１に示す二元表に含まれる業務活動及び知識創造プロセス（ＳＥＣＩ）毎の獲得又
は適用した知識の総数は、上記のような処理によって、知識解析部１３ａが経験知識デー
タベース１２から、知識を獲得又は適用した業務活動毎に知識総数を算出し、また、知識
をその知識創造プロセス毎に知識総数を算出して、当該二元表が生成されて表示出力され
る。
【００９８】
　なお、好適には、経験知識マップ上でセル（２１１）や数字をユーザが入力装置６によ
って選択したり、「知識再利用状況」メニューを選択すると、知識のリサイクル（経験か
ら適用への遷移）状況を提示したり、図１８に例示した個別経験知識を提示できるように
するとよい。この他、矢印（２１０）を提示するだけでなく、矢印上を●の表示（２１２
）を移動させるアニメーションとして、経験知識の再利用状況を示してもよい。また、矢
印の色や太さなどを変えて、職種ごとの知識のリサイクルを区別して表示してもよい。
　このような表示方法を利用することで、職種ごとの知識のリサイクル状況が簡単に俯瞰
できる効果がある。
【００９９】
　図２２には図２１に示した経験知識マップの変形例を示す。
　この例では、経験（獲得）と適用に関してセルの間に点線を引くことで区別して表示し
てある。なお、セルの背景の色やパターンを変化させることで、知識の経験（獲得）と適
用とを区別してもよい。この他、図２１、図２２に示すように、業務活動（Business 
Activity）や知識創造プロセスの分類ごとに経験知識の個数を算出して、提示してもよい
。このように経験知識数を算出することで、調査対象ユーザがどんな種類の経験知識を経
験から獲得し、それを適用しているか大局的に判断できる利点がある。
【０１００】
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　なお、知識マップを構成する軸として、知識創造プロセスと業務活動の２軸を例示した
が、図２３～図２７に示すように、職種、個人、組織、知識獲得／適用時期などいずれの
軸を任意に選択して表示してもよい。その他、図２５に示すように、知識獲得／適用時期
（経験時期）に関して知識マップを表示する場合は、知識のリサイクル状況を２１０と同
様な矢印やアニメーションとして表現し、図１９に示すような経験知識伝播グラフを知識
マップに重ねて表示してもよい。
【０１０１】
　これら図２３～図２７に示す二元表に含まれる業務活動毎、知識創造プロセス（ＳＥＣ
Ｉ）毎、職種毎、経験や適用の時期毎の獲得又は適用した知識の総数は、上記のような処
理によって、知識解析部１３ａが経験知識データベース１２から、知識を獲得又は適用し
た業務活動毎、職種毎、時期毎に知識総数を算出し、また、知識をその知識創造プロセス
毎に知識総数を算出して、当該二元表が生成されて表示出力される。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明の一実施例に係る情報処理システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施例に係るクライアントコンピュータとサーバコンピュータのハー
ドウェア構成を示す図である。
【図３】本発明の一実施例に係るサーバの機能構成を示す図である。
【図４】個人・組織データベースに登録される組織情報の一例を示す図である。
【図５】個人・組織データベースに登録される個人情報の一例を示す図である。
【図６】経験知識データベースに登録される経験知識の調査結果の一例を示す図である。
【図７】経験知識データベースに登録される経験知識抽出結果の一例を示す図である。
【図８】電子アンケート質問票の一例を示す図である。
【図９】辞書データベースに登録されている活動辞書の一例を示す図である。
【図１０】活動辞書構成の中の活動定義単語集合の一例を示す図である。
【図１１】活動分類の上位・下位関係を示した木構造の一例を示す図である。
【図１２】辞書データベースに登録されている知識プロセス辞書の一例を示す図である。
【図１３】知識プロセス辞書構成の中の知識プロセス定義単語集合の一例を示す図である
。
【図１４】知識解析部による処理例の概要を説明する図である。
【図１５】業務活動抽出アルゴリズムの一例を説明する図である。
【図１６】辞書データベースに登録されている活動辞書の一例を示す図である。
【図１７】経験業務で記述されたテキストの意味解析結果および業務活動抽出の一例を説
明する図である。
【図１８】個別経験知識の表示例を示す図である。
【図１９】経験知識伝播グラフの一例を示す図である。
【図２０】経験知識伝播速度比較表の一例を示す図である。
【図２１】知識マップ（業務活動＊知識創造プロセス）の一例を示す図である。
【図２２】知識マップの変形例（業務活動＊知識創造プロセス）を示す図である。
【図２３】知識マップ（業務活動＊職種）の一例を示す図である。
【図２４】知識マップ（職種＊知識創造プロセス）の一例を示す図である。
【図２５】知識マップ（業務活動＊（経験時期／適用時期））の一例を示す図である。
【図２６】知識マップ（職種＊（経験時期／適用時期））の一例を示す図である。
【図２７】知識マップ（知識創造プロセス＊（経験時期／適用時期））の一例を示す図で
ある。
【図２８】類似ルールの定義の一例を示す図である。
【図２９】アンケート回答文から課題、経験知、適用事例、適用対象者等を分離するアル
ゴリズムの一例を説明する図である。
【図３０】知識創造プロセス抽出アルゴリズムの一例を説明する図である。
【図３１】本発明に係る活動、経験、知識、適用、知識創造プロセスの概念を説明する図



(21) JP 4428110 B2 2010.3.10

10

である。
【符号の説明】
【０１０３】
　１：サーバ、　２：クライアント、
　３：ネットワーク、　５：表示装置、
　６：入力装置、　１０：ウェブサーバ、
　１１：データ集計装置、　１２：経験知識データベース、
　１３：経験知識処理部、　１３ａ：知識解析部、
　１３ｂ：知識関係表示処理部、　１４：辞書データベース、
　１５：組織・個人データベース、
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