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会社概要

商号 マーケティングアソシエーション株式会社

代表 代表取締役 相内あゆ美

設立 平成23（2011）年7月

拠点 東京本社 東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル3F・4F

名古屋支社 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目2-4 名駅CHIYODA BLD.5F

札幌支社 北海道札幌市中央区南1条西6丁目4 旭川信金ビル801号

大阪支社 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4丁目2-12 本町御堂パークビル6F
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当社のサービス

コールセンターサービス

秘書代行サービス

ECサイト制作・運営
フルサポートサービス
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自己紹介

岩間 彩華 （いわま あやか）

企画課

メディア及びセミナーの企画・運営
メルマガの配信

名前

所属

業務

略歴 2020年5月マーケティングアソシエーションに入社、
企画課にて現在の業務に従事。

東京本社拠点
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本セミナーのゴール

まだナレッジマネジメントに取り組んでいない方：

ナレッジマネジメントの重要性と取り組む必要性を理解する

すでにナレッジマネジメントに取り組んでいる方：

今後のナレッジマネジメントの方向性を考え始める

11



1.ナレッジマネジメントとは
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1.ナレッジマネジメントとは
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ナレッジ ノウハウ



1.ナレッジマネジメントとは
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ナレッジとは・・・

knowledgeは、本来「知識」や「知恵」を意味する

英単語ですが、ビジネスで使われる「ナレッジ」は

有益な情報

付加価値の高い情報

のことを指します。



1.ナレッジマネジメントとは
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ナレッジ
知識

ノウハウ

知恵

テクニック

スキル

経験



1.ナレッジマネジメントとは
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現代におけるナレッジマネジメントとは・・・

社員一人ひとりが個人で持っているナレッジを

企業全体で共有すること

だとされています。



2.なぜナレッジマネジメント
する必要があるのか
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2.なぜナレッジマネジメントする必要があるのか
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知識

暗黙知 形式知



2.なぜナレッジマネジメントする必要があるのか
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暗黙知
経験によって培われてきた知識・ノウハウ

例 ：属人的な技能、組織的な暗黙のルール

特徴：明文化されていない

形式知
文章・数値・図式で表現される知識・ノウハウ

例 ：マニュアル

特徴：言語化・視覚化されているので理解・共有しやすい



暗黙知（業務が属人化すること）の問題点

• 担当者が退職すると知識・ノウハウも消失する

• 不正の温床となる

• 新しい人材が育たない

• トラブルが発生したときに対応できない

2.なぜナレッジマネジメントする必要があるのか
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暗黙知の数 ＝ リスクの数・大きさ



2.なぜナレッジマネジメントする必要があるのか
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なぜナレッジマネジメントする必要があるのか

暗黙知と言う名のリスクは、

形式知として適切に管理（マネジメント）

されなければならない



3.ナレッジマネジメントの重
要性が高まっている理由
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3.ナレッジマネジメントの重要性が高まっている理由
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では、とくに近年

「ナレッジマネジメントが重要だ」

と言われているのはなぜでしょうか？



3.ナレッジマネジメントの重要性が高まっている理由
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①終身雇用制度が崩壊

↓

より良い労働環境を求めて転職する人が増えた

↓
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出典：総務省統計局 労働力調査

企業にとってはナレッジ喪失の機会が増えてしまった



3.ナレッジマネジメントの重要性が高まっている理由
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②IT化の促進

↓

業務効率化が進むと同時に経営方針としても

迅速な意思決定・判断・行動が求められるようになった

↓

時間をかけて経験を積んだり、
伝統（スピリット／マインド）を継承したりすることは
基本的には非効率だと判断しなければならなくなった



3.ナレッジマネジメントの重要性が高まっている理由
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③テレワーク時代の到来

↓

社員一人ひとりが離れた場所で業務に従事することになった

↓

同じ空間にいれば自然にできていたナレッジの共有が
能動的に行動しなければできなくなった



3.ナレッジマネジメントの重要性が高まっている理由
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ナレッジマネジメントの重要性が高まっている理由

①企業がナレッジを喪失するリスクが高まっているから

②企業にはより短期的・効率的な意思決定が求められているから

③働き手は能動的にナレッジを学ばなければならなくなったから



4.ナレッジマネジメントを実
現する方法

28



１．マニュアルを作成する

２．Excelで情報共有する

３．ナレッジマネジメントツールを導入する

4.ナレッジマネジメントを実現する方法
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代表的なナレッジマネジメントツール

①グループウェア

4.ナレッジマネジメントを実現する方法

30

ファイル共有

掲示板

＜おすすめ＞
・まずは情報共有から始めたい
・他の機能も欲しい



代表的なナレッジマネジメントツール

②ヘルプデスク

4.ナレッジマネジメントを実現する方法

31

FAQの管理・共有・効率化

＜おすすめ＞
・すでに社内にたくさんのFAQがある



代表的なナレッジマネジメントツール

③エンタープライズサーチ

（企業内検索エンジン）

4.ナレッジマネジメントを実現する方法
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社内のデータを「Google」などの
検索エンジンと

同じような方法で検索できる

＜おすすめ＞
・社内データ（テキストデータ、PDF、
音声データなど）が膨大にある



１．マニュアルを作成する

２．Excelで情報共有する

３．ナレッジマネジメントツールを導入する

4.ナレッジマネジメントを実現する方法
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ナレッジの蓄積・共有に有用



5.これからのナレッジマネジ
メント
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5.これからのナレッジマネジメント
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SECIモデル

ナレッジマネジメントのコアとなる枠組み（ワークフロー／プロセス）



5.これからのナレッジマネジメント
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暗黙知
経験によって培われてきた知識・ノウハウ

例 ：属人的な技能、組織的な暗黙のルール

特徴：明文化されていない

形式知
文章・数値・図式で表現される知識・ノウハウ

例 ：マニュアル

特徴：言語化・視覚化されているので理解・共有しやすい

おさらい



5.これからのナレッジマネジメント
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S ocialization：共同化
個人同士で暗黙知を共有する

暗黙知→暗黙知

E xternalization：表出化
複数人で話し合い、暗黙知を文章化・数値化・図式化し、形式知に変換する

暗黙知→形式知

C ombination：連結化
形式知同士を組み合わせ、体系的で総合的な、新たな形式知を作り出す

形式知→形式知

I nternalization：内面化
体系的・総合的な形式知が、経験を通して新たな暗黙知を生み出す

形式知→暗黙知



5.これからのナレッジマネジメント
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共同化
Socialization

表出化
Externalization

内面化
Internalization

連結化
Combination

暗黙知

形式知暗黙知

形式知



5.これからのナレッジマネジメント
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S ocialization：共同化
個人同士で暗黙知を共有する

暗黙知→暗黙知

E xternalization：表出化
複数人で話し合い、暗黙知を文章化・数値化・図式化し、形式知に変換する

暗黙知→形式知

C ombination：連結化
形式知同士を組み合わせ、体系的で総合的な、新たな形式知を作り出す

形式知→形式知

I nternalization：内面化
体系的・総合的な形式知が、経験を通して新たな暗黙知を生み出す

形式知→暗黙知



5.これからのナレッジマネジメント
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ナレッジの蓄積・共有はできていても、

新たなナレッジの創出・獲得
までできている企業は少ないのではないでしょうか？

• 競合他社と差別化するため

• 企業が成長を続けるため

に新たなナレッジを創出・獲得することは欠かせません。



5.これからのナレッジマネジメント
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これからのナレッジマネジメントは

新しいナレッジを生み出し、

それを体験して獲得し、

共有することでまた新たなナレッジを生み出す

というスパイラルを重視する必要があります。



6.成功事例とおすすめサービ
ス
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6.成功事例とおすすめサービス
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ナレッジマネジメントの成功事例（アサヒビール、エーザイ）

お客様相談部

部門1

部門2

部門3

生産部

営業部

開発部

社内ポータル

社内イントラネット



6.成功事例とおすすめサービス
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ナレッジマネジメントの成功事例（アサヒビール、エーザイ）

お客様相談部

部門1

部門2

部門3

生産部

営業部

開発部

社内ポータル

社内イントラネット

ナレッジを共有するだけでなく
活用するには

「お客様からの声」

が欠かせない



6.成功事例とおすすめサービス
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お客様対応／お問い合わせ対応
を24時間365日体制で代行する
コールセンターサービスです。



6.成功事例とおすすめサービス
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御社のメリット

項目 内容 備考

お問い合わせ対応（一次対応） FAQやテンプレートをベースにお客様にご回答

エスカレーション対応
一次対応でお客様に回答ができない案件・FAQやテンプレートにて回答が無い案件
を貴社にご連絡し、回答依頼。

お問い合わせ対応
（2次対応・折り返し電話およびメール連絡）

貴社より回答受領次第、当社よりお客様にご連絡。貴社とのご契約条件に合わせ
てメール返信、お電話による折り返し発信の実施

対応履歴入力 お客様対応の履歴を記録 ※ご契約内容に準ずる

システムおよびツール操作 システムやツールを用いて、情報照会、入力業務、登録情報の変更を代行 ※ご契約内容に準ずる

クレーム対応 当社対応・事前に対応方針をすり合わせ

FAQおよびテンプレート更新 当社対応・貴社より回答受領したものを随時追加 貴社より情報提供頂きます。

マニュアル更新 当社対応・貴社より回答受領したものを随時追加 貴社より情報提供頂きます。

レポート提出
日次報告・週次報告・月次報告の実施。
対応件数や問合わせ傾向、対応所感を記載します。

※ご契約内容に準ずる

工数削減！ クレーム対応不要！ 資料の追加更新！ レポート作成不要！



サービスページ
https://lp.ma-inc.jp/callcenter

お問い合わせ
☎03-5834-3849（平日10:00～19:00）

✉ info@ma-inc.jp
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https://lp.ma-inc.jp/callcenter

