IBM Global Business Services
Executive Report

IBM Institute for Business Value
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人々や組織が つながり合い、依存し合っている現在、グローバルでのコミュ
ニケーションはある種の「知」として機能し、独自の知見を生み出すまでになっている。
今や、企業がこの知見を見過ごしたまま成功するのは難しいのではないだろうか。ソーシャ
ル・テクノロジーの発達により「集合知」の活用は一段と進化した。すなわち、社内外の
個人がバラバラに所有する知識と専門技術を集約し、活用することが可能となり、新製品
/ サービスの開発、ベスト・プラクティスの共有、新たな分業モデルの活用、将来予測といっ
た分野で効果を上げている。この調査報告書は、集合知を活用するための有効なアプロー
チのいくつかを紹介し、参加メンバーの選び方と、これらのアプローチに共通するリスク・
課題への対処方法を提示する。

はじめに

は、地位や職業を問わず、個人の知識と経験を効果的に

今、世界では日々ソーシャル化が進行している。テク

活用する必要性を感じている。また、企業が「ソーシャル・

ノロジーの進歩により、私たちの働き方、買い物の仕

ビジネス」を志向するに従って、顧客の意見や価値観を

方、他者との関わり方が変化しているのだ。ソーシャル・

取り入れることはこれまで以上に重要になっている。

ネットワークが拡大し重なり合うことで、個人が自分の
意見を発信したり、これまでにない規模の人々に専門知

幸いなことに、さまざまな層の知識、洞察、専門技術が

識を共有したり、グローバルで意思決定プロセスを持っ

結集した集合知の効果的な活用は、現実のものとなりつ

たりすることが可能になった。この状況で、従業員、顧客、

つある。個人がアイディアや意見をWeb上で共有するこ

ビジネス・パートナーの声を無視する企業に成功が望め

とに慣れていけばいくほど、企業はこれらの知見を活用

るだろうか？

してビジネスの重要な課題に対処することができるよう
になる。アイディアの創出、長年の問題の解決、新たな

多くの企業にとって、答えはノーだ。イノベーションが

分業モデルの活用、および将来に関して十分な情報を得

次々と生み出され、顧客の期待が高まり、人材がますま

たうえでの的確な意思決定において、集合知の活用はま

す分散化しているグローバル環境において、多くの企業

すます重要な役割を果たすことになるだろう。



集合知を活用した課題解決のアプローチ

我々自身の調査、顧客とのさまざまな経験、および集合
知の活用方法を探求してきた学者、ベンダー、企業との
徹底的な議論を通じて、IBMは以下の3つの集合知活用
の指針を明らかにした。

3.集 合知の活用を成功させるには、以下の3つの対策が
必要である。
• 抵抗が生まれる原因(運用の課題、既存のしきたりと
の対立、管理職のマネジメント能力の不足、役割と
責任の変化など)に対処する

1.集合知の活用により、組織がこれまで到達できなかっ
た知識と経験へのアクセスが可能になり、以下の3つ
を通じてビジネス上の成果を出すことができる。

• 集合知が職場の文化に馴染み、職場のITもうまく活
用できるように工夫する
• 集合知の発見に基づいてアクションを取り、その価

• アイディアの発見と共有

値と成果を組織にも個人にも伝える

• 新たな分業モデルの活用

集合知の活用

• 予測有効性の向上

ビジネスにおいて、集合知は以下の目的で利用できる。
2.集合知の活用を成功させるには、適切な参加者を選び、
参加意欲を促すことが鍵となる。その際は以下の3つ
を考慮することが必要である。

• 自社の差別化と新規市場への参入を可能にする新しい
アイディアの創出
• 外部のスキルと経験を動員したビジネス課題の解決

• 知識 - 解決しようとしている問題の背景や状況を正

• 複雑化する今日のビジネス課題の結果予測

しく理解していること
• 多様性 - 幅広い視野と見解を持てるような、多様な
経験をしていること
• 破壊 - 既存の考え方に異議を唱えることを厭わない
こと

製品、サービス、コスト削減、ビジネス・プ
ロセス、ビジネス・モデルのイノベーション
に関する新しいアイディアの創出

複雑化する今日のビジネス課題
の結果予測

予測有効性の向上

アイディアの
発見と共有

集合知

外部のスキルと経験を動員した
ビジネス課題の解決

新たな分業
モデルの活用

出典：IBM Institute for Business Value

図1：集合知により、今日のビジネス環境で最も影響力のある領域で、これまでにない知識と経験の活用が可能になる
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1. アイディアの発見と共有

題を慎重に定義したうえで、要素をうまく分解し、参加

集合知の活用は、新製品/サービス企画、コスト削減、ビ

者が取り組みやすい課題に落としこむことが重要だ。例

ジネス・プロセス改善、ビジネス・モデル創出等のアイ

えばThe Economist誌はこの手法を用いて、自社が得

ディアを集めるための新しいアプローチである。アイディ

意とする分野以外からも幅広い専門知識を集め、困難な

アを集めるために従来使われていた手法、例えばフォー

課題に対するユニークな解決策を導き出すことに成功し

カス・グループ、市場調査、製品フィードバック・フォー

ている（補足記事参照）。

ラム、Web投書箱等は、多くの場合、リソース集約的で
時間がかかり、優れたアイディアを引き出すために必要
とされている参加者の多様性を担保できなかった。さら
に、これらのアプローチは、対象者からの一方的な情報
収集に留まるのが普通であり、参加者同士が共有や共創
のプロセスを通じてアイディアを膨らませたり、情報収
集側がフィードバックを提供したり、さらにはビジネス
の成果につながった個人の貢献が認められたりすること
も少なかった。
こうした従来のアプローチと新しいアプローチのいくつか
を組み合わせることで、企業は従業員、顧客、
ビジネス・パー
トナー、消費者、外部の専門家その他のネットワークを活
用して、以下のようなことに取り組めるようになった。
• 市場を揺るがすような革新的な新製品/サービスのアイ
ディア発掘
• 効果的なビジネス・プロセス改善と効率化手法の開発
• エンド・ユーザー /顧客のフィードバックに基づく製
品の改良

The Economist誌のIdeas Economy―魅力的な課
題で参加者をモチベートするアイディア・コンテスト
The Economist誌は、同誌が主催する“Ideas Economyコン
ファレンス・シリーズ”に世界中の読者をうまく巻きこみ、盛
り上げるにはどうすれば良いか悩んでいた。これを解決するた
めに、同誌はクラウド・ソーシング企業のInnoCentive* と連
携することにした。InnoCentiveは自社のコミュニティー・メ
ンバーとThe Economist誌の読者が現代の諸問題に対する革新
的な解決策を考えることができるような”チャレンジ”作りを
支援した。
Webサイト“Ideas Economy”で、
またライブでのコンファレンス・
イベントの準備の中で、The EconomistとInnoCentiveの合同
チームは、ヘルスケア情報や気候変動の生物学的ソリューショ
ンなど、さまざまな時事問題について新しいアイディアを競え
るような“チャレンジ”を次々と投稿し、解決策を募った。
優秀な解決策の投稿者には賞金が授与され、ライブ・イベントで
は彼らへのインタビューが実施された。その様子は映像として記
録され、マスメディアでも取り上げられた。The Economistに
とって、この取り組みは重要なメディア露出の機会と優れたアイ
ディアとをもたらした。また、優秀者はマスコミに出てアイディ
アが投資家の目に触れることにより、新たなビジネス・チャンス
を獲得した。1

• 顧客との共同商品開発によるエンゲージメント向上と
ブランド・ロイヤルティー強化
これらを実現するための代表的なアプローチのいくつか
を紹介する。
コンテスト型アプローチ：主催者側(企業)が課題を発表
し、参加者がその解決策を競い合うコンテスト型のアプ
ローチである。参加メンバーやグループは、応募期間内
に知恵を絞って解決策を提出し、主催者側がそれらを採
点して優秀なアイディアを発表する。参加者や閲覧者の
投票でランク付けや採点が行われることもある。企業が
コンテスト型アプローチをうまく使うには、ビジネス課

「集まった投稿の質も量も、実に
圧倒的だ。どの課題にも、非常に
レベルの高い回答が集まってい
る。参加者はInnoCentiveの課題
解決プロセスを理解し、それを取
り入れて回答している」
Justin Hendrix, Vice President, Business Development and
Innovation, The Economist

*InnoCentiveは、クライアントの問題解決やアイディア創出の
ために”チャレンジ”と呼ぶ課題を作成し、全世界のコミュニ
ティー・メンバーに公開してアイディアを募るクラウド・ソー
シング・サービスを提供する企業。



集合知を活用した課題解決のアプローチ

共同デザイン市場型アプローチ：参加者に商品のデザイ

バーチャル・ディスカッション型アプローチ：参加者が

ンをさせ、人気のあるデザインを商品開発に取り入れる

Web上のフォーラムに集まって、特定のトピックにつ

アプローチである。参加者はWeb上でTシャツ、ハンド

いてのアイディアの投稿と意見交換を行う。アイディア

バッグ、自動車等、さまざまなアイテムのベーシック・

を出すのは、リーダーや参加者個人、または参加者同士

デザインを選び、好きな色、模様、アクセサリーでオリ

のコミュニティーである。討議は期間限定もしくは継続

ジナル・デザインを作ることができる。これらのデザイ

的に行われ、参加者は投稿したり、コメントを付けたり、

ン案はWeb上で公開され、参加者からのコメントと投

練り直したりして、最終的にはアイディアの評価とラン

票によってランク付けされる。この結果により、最も人

ク付けを行う。このランク付けを分析することで、高評

気があり、売れそうなデザインを特定することができる。

価のアイディアに共通するテーマを見つけ、将来の投資

このアプローチを採用したCoachなどの企業は、デザイ

の優先順位付けに活用することができる。CitiのGlobal

ン・プロセスにこのステップを取り入れることで、幅広

Transaction Servicesなどの組織は、このアプローチ

いクリエイティブな人材(その多くは社外)の協力を得て

がアイディアや意見を集めるだけでなく、大規模組織に

いる（補足記事参照）。

おいて従業員に連帯感とエンゲージメントをもたらすの
にも有効であると感じている（補足記事参照）。

Tシャツ製造会社のThreadlessなどいくつかの企業は、
この共同デザイン市場型アプローチをビジネス・モデル
の中心に据えている。例えば、Threadlessはメンバー数
が150万人を超えるコミュニティーを持っており、メン
バーからのデザインの投稿と投票によって、実際に商品
化するデザインを決定する。コミュニティーのエネルギー
と創造力により、Threadlessはトレンドを先取りした
商品開発と販売が可能になる。しかもそれは市場のお墨
付きを得たのも同然なのだ―というのも、同社のコミュ
ニティー・メンバーの多くはその顧客でもあるからだ。2

Coachのデザイン・コンテスト―オンラインのフォー
カス・グループの新しい活用方法
新しいデザインを生み出す一つの方法として、さまざまなデザ
イン・テンプレートやコンポーネントを用意しておき、それら
を自由に組み合わせて好きなデザインを作るというものがある。
ファッション・ブランドのCoachは、より若い新たな顧客層に
リーチするために、この方法を使ったオンライン・コンテスト
を行った。これは、Coachのトートバッグの新しいデザインを
競わせるもので、参加者はWeb上の簡単なツールでトートの型、
柄、色を自由に選択し組み合わせ、デザインすることができた。
他の顧客は好きなデザインに投票したりコメントを書いたりす
るよう求められた。
こうして、顧客からの人気に基づいて賞が決定し、受賞者には
少額の商品券からCoach店舗主催パーティーへの参加、2,500
ドル分の買い物、500ドルの現金/奨学金等、さまざまな賞品が
贈られた。6週間足らずで3,200のデザインが投稿された。そ
の中からいくつかのデザインは商品化され、売上増と顧客満足
度向上をもたらした。3

グローバルなディスカッションへのCitiの取り組み
オンラインで開催されるバーチャル・ディスカッションでは、
示唆に富んだ情報を得られることが多い。従業員やパートナー
企業、顧客がファシリテーション付きの議論や投票に参加し、
意見交換を行うことで、企業は事業部門、組織階層、経歴を問
わずに無数のアイディアを得ることができる。
これがCitiのGlobal Transaction Services部門が経験したこ
とだった。同部門は、事業戦略を検証し、さらには顧客サービ
スの向上と拡大を図る新たなアイディアを創出するために、世
界中の従業員の知識を活用しようと考えた。Citiは96カ国2万
人以上の従業員を対象とするコラボレーション・イベント(Jam)
を開催し、88カ国から6,000人を超える従業員が登録した。こ
の55時間のイベントにおいて、参加者は平均すると4時間もの
間、討議に参加していた。イベント終了後、運営側はログを分
析して異なる議論の内容を関連付けたり、新たな洞察を見出す
べくコメントを深掘りしたりした。
Global Franchise Initiativesのマネージング・ディレクター
であるMei Li Tan氏によると、このJamはあらゆる階層の社
員の集合知を全社的に活用して将来の方向性と戦略を検証した
だけでなく、従業員のエンゲージメントを高めることになった。
これは、彼らのアイディアが尊重され、ビジネスのアクション・
プランと施策に取り入れられたためである。
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「Jamは、当行の行員がそれぞれの
人脈を広げ、時間と組織の壁を超
えて共通の目的で連携する能力を
も向上させた。行員は、経営幹部
と率直な対話をし、組織の進む方
向に自らが影響を与えることがで
きたこの機会を高く評価している」
Mei-Li Tan, Managing Director for Franchise Initiatives, Citi
Group

実践コミュニティー型アプローチ：実践コミュニティー
とは、共通の関心や技能を持つ人々を集めて、情報共有
や新しいアイディアの開発、ベスト・プラクティスの共
有等を行う場である。多くの場合、ソーシャル・ネットワー
キングやバーチャル・ディスカッション等、コミュニケー
ションに便利な機能を備えたプラットフォームが使わ
れ、コミュニティーの盛り上げに一役買っている。コミュ
ニティーでの活動を通じて、遠く離れた場所や異なる組
織で働く人々が心を通わせ、連帯感を持つことができる。
企業はこうした実践コミュニティーの原理を長年にわ
たって適用してきたが、最近ではEl Paso Exploration
& Productionなどの組織がビジネスのプロセスを向上
し成果を高めるために、このアプローチを日々の業務に
取り入れている（補足記事参照）。



El Paso Exploration & Production―技術者の知
識共有とスキル向上を実現
天然ガスとその関連製品の大手プロバイダーであるEl Paso
Exploration & Production (E&P) Companyは、自社の従業
員全体を実践コミュニティーと位置付けている。2009年以前
の同社は各事業部門に編成され、各部門はそれぞれ縦割り型の
指示系統に分断されていた。
2009年、同社は技術面の情報共有を促進し、従業員の職務責
任を強化するための変革を行い、縦割り組織は解消され、事業
分野が再編成された。この変革の一環として、ある技術分野を
専門とする従業員は組織内の異なるチームにまたがって配属さ
れるようになった。とはいえ、El Paso E&Pの経営陣は、この
新しい指示系統が各技術分野内の知識の流れと専門知識の連携
を損なうことを懸念していた。
そこで同社は、実践コミュニティーをその中心に置く意欲的な
ナレッジ・マネジメント・プログラムを開始した。ネットワーク・
オブ・エクセレンス（Networks of Excellence：NoE）が同
社の事業分野（地球科学、掘削、土地利用、設備など）ごとに
創設され、技術専門家が連携して問題を解決し、技術標準を開
発して、ベスト・プラクティスの識別と共有を実践できる環境
が構築された。
本社内で行われるFace-to-Faceのコミュニティー活動に主眼が
置かれてはいるが、現場やローカル・オフィスで手に入る専門
知識を活用するために、El Pasoはコラボレーション・ツール
を導入し、従業員が事業部門を超えてベスト・プラクティスと
知識を共有できるようにした。このプラットフォームには、従
業員のプロフィール、スキルと専門知識のデータベース、ロケー
ション情報、ケース・スタディー、その他の関連情報が含まれ
ている。
このような実践コミュニティーの成果として、El Pasoは初年
度に120万ドルのコスト削減に成功した。これは、直接経費の
削減、サイクル・タイムの短縮、生産性の向上についての情報
共有が実を結んだのである。これに加えて、ネットワーク・オブ・
エクセレンスの成果として、従業員のスキル評価と能力開発が
強化された。4



集合知を活用した課題解決のアプローチ

2. 革新的な分業モデル

Q&Aフ ォ ー ラ ム：Web上 のQ&Aフ ォ ー ラ ム に 質 問 が

集合知の活用とは、企業が幅広くアイディアや情報を収

投稿され、複数の参加者が回答する手法である。さらに、

集することだけではない。集めたアイディアを実現する

寄せられた回答には他の参加者からコメントが付けられ

際も、集合知のアプローチにより世界中に散らばった労

たり、改善の要望が出されたりする。最終的に、回答は元々

働力や才能を活用することができる。仕事を必要なスキ

の質問者や他の参加者によって評価される。IBMなどの

ルやレベルに応じて分解し、それに合った社内外の人材

企業は、Q&Aフォーラムの活用によって操作依頼やよく

に割り当てることで、品質の向上が見込まれる。さらに、

ある質問への回答時間を短縮し、サポート・コストを削

仕事を分解して複数の人に割り当てることにより、いく

減した。また、これらQ&Aのログを簡単に検索できるリ

つかの作業が並行して進められるため、完了までの時間

ポジトリーに取り込んで、ソーシャル・ラーニングに活

が短縮される。以下では、企業が社内外の人材を活用す

用している（補足記事参照）。

る新たな分業モデルにおいて使われる、こういった手法
を事例とともに紹介していく。
作業の同時処理：複雑な作業を小規模または単純な作業
に分解して、複数の個人が同時に処理できるようにする
手法である。その作業内容は、カタログに登録されて
いない大量のデジタル写真のラベル付け（補足記事参
照）からソフトウェアのコーディングまで多岐にわたる。
AmazonのMechanical Turk、TopCoderなど、この同
時処理の手法を支援するプラットフォームは、仕事を受
注する側のスキルや専門知識を審査する機能や、作業遂
行実績をトラッキングする機能を備えている。企業は作
業の納期短縮を実現し、多くの場合、同等の品質を維持
しつつ全体のコストを大幅に削減できる。

群衆を動員したデジタル写真ライブラリーのタグ付け
写 真 タ グ 付 け の 新 興 企 業 で あ るTagasaurisと 写 真 家 集 団 の
Magnum Photosは、説明や分類情報を持たないMagnumラ
イブラリーの写真の内容とテーマを特定するという膨大な作業
のアプリケーション・ベータ版を開始した。5
現在、オンライン・ライブラリーに保管されている50万枚の写
真の半数近くがこのカテゴリーに該当する。Magnumは、35
万人近い同社のTwitterのフォロワーにこの作業への支援を依頼
した。新しい写真がレビュー可能になると、参加者に通知が送
られる。参加者はアプリケーションにアクセスし、写真にタグ
を付けてリファレンスを記載する。数名の参加者から同じ内容
のタグが付くことで、その写真のタグが認識され、品質保証プ
ロセスを経た後、検索可能なオンライン・ライブラリーに追加
される。
参加者にとっては、未公開の写真を閲覧できることが報酬とな
るが、Magnumは参加者が作業した写真家のサイン付き限定グ
リーティング・カードやカレンダーの贈与など、別の形での報
酬についても検討している。

IBMは社員同士のQ&Aフォーラム活用で作業効率の向
上を実現
IBMは10年以上にわたってセルフサービスのテクニカル・サ
ポート・ポータルを提供し、社員がよくある質問への回答や技術
サポートを検索できるようにしている。なお、IBMヘルプデスク
はさらなるコスト削減を行いつつも、現行の知識ベースの回答の
質を高めるチャレンジを行った。
現在、オンライン・ヘルプにアクセスする社員は、回答の内容を
確認した後、コメントや修正提案をすることが推奨されている。
後で審査のプロセスは経るものの、未解決の問題への回答や、間
違った情報、不明な情報を発見した社員は、すぐに項目を編集し
て必要な修正を加えることができる。このQ&Aシステムは、ITの
よくあるトラブルへの対応集を改善しつつ、ヘルプデスクの負担
を軽減している。6
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シリアス・ゲーム：このアプローチは、オンライン・ゲー

3. 予測有効性の向上

ムのシミュレーション環境を利用する。ゲームの参加者

既存のアイディアや知識の活用にとどまらず、将来の出

は一人またはチームで行動し、各自の知識と問題解決能

来事の予測に集合知を活用することもできる。第一線の

力を駆使して複雑なビジネス問題の解決策を考える。こ

従業員、パートナー、顧客からの多様な視点、知識、洞

のアプローチでは、スキルのレベルアップやゴールの置

察を集約することで将来への展望が示される。これは従

き方、チームでの問題解決など、ゲーム力学における幅

来型の予測アプローチを補完し、企業は十分な情報と根

広い経験が活用される。現実世界の情報（サプライ・チェー

拠に基づく意思決定を行うことができる。

ンの実データなど）を提供し、ゲームのシミュレーショ
ンがもたらす動作や結果を観察することで、企業は実際

予測市場：従来型のアプローチでは十分な予測結果が出

のプロセスを調整し、成果を目にすることができる。ワ

せない場合、予測有効性を高めるために「予測市場」を

シントン大学などの組織は、このようなゲームを活用し

用いることができる。参加者には仮想トークンや仮想通

て複雑な課題を解決した（補足記事参照）。

貨が与えられ、将来起こりそうなことへの投資または売
却ができる。ここで予測される出来事とは、商品の売行き、

市民科学者のゲーマーが数十年来の問題を3週間で解決
ワシントン大学の科学者たちは、オンライン・ゲームの手法に
よって、生物医学研究の困難な課題を解決した。7 レトロ・ウイ
ルスに関連する酵素の結晶構造を解明するさまざまな試みが失
敗したのち、科学者たちはタンパク質の折り畳みゲーム「Foldit」
を開発し、タンパク質の正確なモデルを作るために市民科学者
の支援を募った。Folditでは、誰もが簡単な折り畳み手法を学ん
で仮想分子を操作できる。
さまざまな学歴と居住地から57,000名を超える人々がこの
ゲームに参加した。ゲームの参加者は、長年にわたって科学者を
悩ませてきた難問を3週間以内に解決し、レトロ・ウイルスの新
薬開発に重要な知見をもたらした。8

プロジェクトのマイルストーンの日付、政治や法律に関
わる出来事も含まれる。企業はトークンの数、すなわち
市場価格をもって予測有効性と解釈する。参加者ごとの
予測も分析され、他の参加者に比べて実際の出来事を正
確に予測した人には報酬が与えられる。多くの場合、報
酬には金銭以外の賞やランキングの点数も含まれ、最高
ランクは「予言者」としてその予測の正確さを讃えられ
ることになる。



集合知を活用した課題解決のアプローチ

Google、ArcelorMittal、Best Buyな ど の 企 業 は、予 測

集合知活用のアプローチをビジネス課題への適用方法に

市場を使用して将来の売上、原料の供給、新規出店、新商

沿って分類してきたが、これらのアプローチは組み合わ

品の売行きなど、さまざまな結果を予測している。 予測

せて使えるということを認識しておくことが重要である。

市場の参加者はすぐに定量化できる価値として自らの洞

集合知をうまく活用するには単に1つの方法を使えば良

察を提供するため、企業はその動向を絶えず把握して、自

いというものではない。多くの場合、ビジネス課題を解

身が売買の意思決定を行う際の情報に反映させることが

決する最適なアプローチとしては、いくつかの方法の組

できる。2004年の著作The Wisdom of Crowds（邦題

み合わせが採用されている。例えば、集合知施策の開始

『「みんなの意見」は案外正しい』）でこの概念を世に広めた

時には、バーチャル・ディスカッションなどのアイディ

James Surowieckiは、
「予測市場の匿名性と市場が比較

ア創出のアプローチを使って潜在的なビジネス・チャン

的明快な答えを出すという事実、さらに有益な情報を明ら

スのアイディアを出す。次に、予測市場を活用しリスク

かにし、それに基づいて行動する明白な動機を個人に与え

を最小限に抑えつつ、収益の増加や顧客満足度の向上と

ることを思えば、予測市場の潜在的価値は、どんなに評価

いった最大の効果が見込まれる機会を特定する、といっ

しても評価し過ぎることはない」と述べている。

た具合である。

8

9

消費財メーカーの財務予測

各分野の専門家の確保 - 参加者の選定
と動機付け

IBMがインタビューしたある消費財メーカーは、財務予測を補
完するために予測市場を活用した。同社は、自社の予測が一貫
性を欠いていることに気づいていた。そこで、引き続き既存の
正規プロセスを尊重し、文化とセキュリティーの順守に配慮し
ながらも、予測を刷新する方法を模索していたのである。

これまで見てきたすべてのアプローチに共通する重要な

予測市場をどのように活用できるか調べるために、この企業は
ソリューション・プロバイダーのCrowdcastに協力を依頼し、
財務予測分野に重点を置いた予測市場を構築した。また、予測
に長けた約50名のチームを参加者として招待した。

選んだ後は、その個人やグループに参加を動機付ける効

同社の財務アナリスト・チームは、この予測市場が出した予測
値と既存アプローチによる予測値とを比較し、特に乖離がある
分野を明らかにして集中的な考察を行った。10

適切な参加者集団の規模は解決しようとしているビジネ

テーマがある。それは、集合知において適切な知識と専
門技術を「集合」させるために、メンバーとなる個人や
グループを慎重に選ぶ必要があるということだ。さらに、
果的な方法を考えなければならない。

参加者集団の規模
ス課題によっても異なるが、これまでの調査の結果、い
くつかの重要な原則が明らかになっている。まず、集合
知のそれぞれのアプローチで十分有益な洞察を得るには、
一定数以上の積極的な参加者が必要である。例えば、実
践コミュニティーの活動では、コミュニティーを活性化
させ取り組みを維持するのに、最低でも20 ～ 30人が必
要になる。これがバーチャル・ディスカッション型の場
合は、数千人とは言わないまでも数百人規模は必要とな
る。結局のところ、適切な集団の規模は、図2に示す3つ
の要因に基づいて決まる。
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図2：知識、多様性、破壊の3つが参加者集団の規模を決める重
要な要因

ことだけが反映され、その他に考慮すべき事情が見落と
される恐れがある。
破壊：ブレイク・スルーをもたらす創造的破壊の観点を
備えた参加者は確保されているか。ディスラプターとは、
常識に挑戦し、独自の考えで現状を打破することに意欲
的な人物であり、その多くが前向きな思考の持ち主であ
る。対象者集団に十分な多様性が確保されている場合で

「我々が最も気にかけているのは
参加者の多様性だ。登録されてい
る人材の61%は修士号と博士号の
保持者だが、残りの39%は起業家
もいれば政策立案者もいて、実に
さまざまだ。当社はそのすべての
人材を必要としている」
Dwayne Spradlin, CEO of InnoCentive

も、こういった人物がいて議論を活性化させることは必
要だ。これにより、集団思考や群集心理が緩和され、さ
らに優れた解決策にたどり着く可能性が高まる。

参加と取り組みへの動機付け
参加者の規模と候補者に目処が付いたら、参加者が積極的
に発言したり、特定のタスクを実行したりしてくれるよう、
うまく動機付ける方法を考えることが必要だ。例えば、社
内の参加者を効果的に動機付けるには、参加に組織への貢
献という価値だけでなく、個々の参加者自身にとっての明
確な価値を持たせることが重要だと言われている。IBMの
調査では、金銭や業績評価等による外発的動機付けと、参
加による満足感、楽しさ、忠誠心の充足等の内発的動機付
けの双方をうまく組み合わせることが重要という結果が
出ている。11

10

集合知を活用した課題解決のアプローチ

社外の人間に参加を依頼し、しかも大量の時間と労力

社内の集合知活用の場合も、参加者の動機付けが難しい

を使ってもらう場合には、相応の額の金銭的報酬が用

ことに変わりはない。ギフト券やTシャツ等のささやかな

意されるのが普通である。広くアイディアを募るタイ

贈り物による外発的動機付けは、一部の人にとっては参

プのコンテストでは報奨金が数万ドルになることも多

加のインセンティブとなるかもしれないが、より注目し

く、映画の推奨アルゴリズムの改良版を開発したNetflix

たいのは内発的動機付けをうまく活用した例である。多

Challengeのように、100万ドルの報奨金が支払われた

くの参加者にとっては、自分の貢献が仲間に認知され

こともある。 一方、小規模な作業では1件当たり数セン

ること、新たな人脈作りやキャリア開発の可能性、また

トで済むこともある。この種の金銭による報酬は比較的

は自分の意見が意思決定者の耳に届くという認識がモチ

単純な外発的動機付けであり、報酬が即求めている行動

ベーションの源泉になっている。先進的な組織において

に結び付くのである。

は、知識が豊富な社員だけでなく、自分の知識や洞察を

12

他者と共有できる社員が評価されるということを、人々
とはいえ、社外に協力を求める際に内発的な動機付けは

は認識しつつあるようだ。

有効でないというわけではない。競争心を煽ったり、仲
間内での評判につなげたり、参加に社会貢献性を持たせ

こういったさまざまな動機付けの方法は、解決しようと

たりすることは、パートナー企業や顧客、その他の社

している問題の複雑さによって異なるということを示し

外の人々に協力してもらう際、わかりやすい動機付け

たのが図3である。問題の複雑さについて、ここでは収

となりうる。既に紹介したタンパク質の折り畳みゲー

集した洞察の性質と参加者の帰属(社内か社外か)の2軸で

ム「Foldit」 は 科 学 と ゲ ー ム に 関 心 を 持 つ 一 般 市 民 が

規定している。

参加して課題解決に成功したものだが、こういったシ
リアス・ゲームについて、ゲーム・デザイナーのJane

取り組みの主催者と参加者との信頼関係が参加者を動機

McGonigalは、最近の著作Reality is Broken（邦題『幸

付けるもう1つの要因であることは、多くの研究者と組

せな未来は「ゲーム」が創る』）で集合知の可能性を大

織のリーダー達によって明らかにされている。信頼は以

きく広げるものだと指摘する。というのも、小さな達成

下のような形で参加者に示される。

感を繰り返し味わいながら、最終的なゴールに至るため
の課題解決にのめり込んでいく、というゲームによる動

1. 提案したアイディアは尊重され、努力が認められる

機付けの方法が有効に働いた例だからだ。McGonigal

2. 知的財産所有権の共有に関する合意が守られる

氏はこの他にも、ゲームがもたらすエネルギーと集中力

3. 参
 加者のフィードバックは評価され、それに基づいた

で重要な社会問題の解決に取り組んだ「World Without
Oil」、「Evoke」など、他のシリアス・ゲームについて
も言及している。彼女は13 Institute for the Futureの
Games Research & Development部 門 の デ ィ レ ク
ターとSocial Chocolateのクリエイティブ・ディレク
ターを務めており、こうしたシリアス・ゲームの活用に
従事している。

アクションが取られる
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集合知の施策の促進－ 3 つの成功の秘訣

●

社内の評判と
昇進

●

●

●

単純 構
/ 造的

収集した洞察の性質と複雑性

複雑 非
/ 構造的

動機付けの種類

仲間の評判

●

これまでの主な調査結果によると、集合知の施策で成功
を収めるには、(1)抵抗の原因への対処、(2)職場と施策

多額の金銭

との統合、(3)発見に基づいたアクション、の3つが重要
である。

社会への
貢献意識

抵抗が生まれる原因に対処する

世間の評判

集合知やその関連語の「クラウド・ソーシング」につい
て聞いたことのある経営幹部は、それをどう自社に活用

●

ギフト券、
T シャツ

●

競争心

できるのか気になっているところだろう。ところが、皮
肉なことに、業務責任者として集合知を最も活用できる

社内

社外

参加者の帰属
出典：IBM Institute for Business Value

図3：参加者の動機付けの技法

はずの中間管理職層が抵抗勢力となっているのが実態だ。
多くのケースでは、集合知の施策によって業務の担当要
員を減らし、納期を短縮することは可能なはずである。
しかし、施策がこれを実現することができず、投資収益
率（ROI）とその他の利益を速やかに達成できない場合、
施策は勢いを失い、さらには経営幹部の支持も失うこと

集合知の施策が1回限りのイベントであれ、継続的な変
革の一環を成すものであれ、参加者を巻き込んで積極的
な関与を引き出すには、丁寧に信頼関係を構築する期間
が必要である。信頼関係構築のために行うこととして
は、オープンで協調的な知識共有文化を示すコミュニケー
ション活動、貢献がきちんと評価され、それに基づいて
何らかのアクションが取られることの明示、信頼を損な
う恐れがある好ましくない行為を直ちに認識して抑止す
るシステムの整備などが考えられる。

になる。

運営でぶつかる課題
今回の調査では、研究グループのメンバーが、集合知の
導入を試みる組織が直面したという数々の反対意見や懸
念の例を列挙し、それぞれへの対策を示した。以下にそ
の例を挙げる。
• 有益な結果を得るのに十分な参加者数が集まらないの

では：
集合知の施策がビジネス課題の解決にどう役立つのか、
また参加者自身にはどんなメリットがあるのかをわか
りやすく伝えることが重要である。さらに、オープン
でポジティブな雰囲気を作って、参加者の創造性と参
加意欲を高めるようにする。
• 参加者は議論するばかりで実行可能な解決策に結びつ

かないのでは：
集合知が実行可能な解決策につながるよう、そのため
の機能を持たせたり、議論を導くファシリテーターを
使ったりする等が考えられる。
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• 参加が短時間で終わったり最初だけだったりして、議

経営層と中間管理層のいずれにとっても管理能力の不足

論が核心に触れるところまでいかないのでは：

はもう一つの大きな障害であり、それは次の3つの要素

議論を盛り上げるためのファシリテーションを工夫す

に及んでいる。

る。話題をトレンドや親しみやすいトピックと結び付
けたり、書き込みの詳細情報を求めたりして、参加者

• 業務遂行と品質

を意見交換に（再び）引き込む。最低でもこのぐらい

• 意思決定

は書き込んで欲しいという量を決めて、自らが模範を

• リスク認識とコミュニケーション

示すことで参加者に伝えるのも有効である。
• 我々の抱える課題は専門家でないと解決できないので

マネージャーにとってチームに新しい方法を取り入れた

は：

り、より頻繁なところでは、外部から人を受け入れたり

施策の設計と準備には専門家を参加させるのも良い。

することは、自らのコントロールが効かなくなり、業績

ただし、参加する集団が持っている幅広い経験に重要

管理が滞って仕事の質が低下するのではないかという懸

性と価値を置いていることを強調しておく。

念を呼び起こす。IBM Institute for Business Valueが

• 知的財産の喪失または侵害の恐れがあるのでは：

実施した創造的なリーダーシップに関する最近の調査で

事前に参加条件を設け、知的所有権について明示した

は、こういった局面におけるリーダーの考え方の重要性

うえで参加者と合意しておく。新たに生み出された知

を明らかにした。ここで求められるリーダー像とは、目

的財産に対する参加者の期待を管理する。

標達成のために斬新な方法を受け入れるリーダー、積極

• ゲームはプライベートな時間にできるのでは。社員に

的にアイディアを共有し、メンバーにもそうするよう促

は生産性と業務の遂行を求めたい：

してチームに創造的な活気を作り出すことができるリー

シリアス・ゲームの導入により、社員が新しい多様な

ダーである。14 そのために、マネージャーは支配力では

やり方で学習やチームワークの効果を高めた場合、自

なく模範や創造的な動機付けによってメンバーを動かし、

社にもたらす価値を考えてみる。

業務遂行の効率化と品質基準の達成を実現できるように
なることが求められている。

既存のしきたりとの対立とマネジメント能力の不足
今日の大企業では、アイディア創出やイノベーションを

マネージャー層が、集合知の施策によってチームの意思

担当する役割やチームを設けていることが多いと思うが、

決定における自らの影響力が弱まると感じることは多い。

これらのグループは業務モデルを変更し、自組織による

よくあるケースとしては、集合知の施策により多くの組

アイディア創出から組織を超えたやり方へシフトする必

織で見られる蛸壺と階層構造が解体されるので、マネー

要がある、と経営幹部が発言するのを聞けば、自分は担

ジャーは不慣れな状況に戸惑ってしまうのである。した

当業務を果たしていないと受け取るマネージャーもいる

がって、上層部のリーダーは集合知が意思決定、将来予測、

だろう。こうしたマネージャーは、遂行に必要なスキル

リスク軽減等を向上させるうえでいかに役立つか、さら

と創造性が自分には欠けている、偏った決断を下してい

にはそれによってマネージャー個人の業績をいかに高め

る、上位層から信頼されていないなどと懸念するかもし

るかについて、マネージャーの理解を助ける必要がある。

れない。
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研究グループのメンバーは、集合知の施策の結果に関す

ム、経営陣がさまざまな集合知施策を実施する際の支援

るリスクの認識とコミュニケーションについても懸念を

を行っており、具体的には問題の明確化、対象者の特定、

示した。ビジネス課題の解決に多数の参加者を巻き込む

および施策の効果分析をサポートしている。15

ことで、特定の将来予測や提案された解決策、それらが
組織の評判や製品発売サイクル、プロジェクトの成功に

集合知の職場への統合

与える影響が参加者に伝わることになる。その結果、集

集合知の施策は数年にわたって実施されているが、今回

合知は組織をリスクにさらす可能性がある。

の研究グループのメンバーがこれまでに関わった取り組
みの多くは早期の段階にあり、組織からの初期投資とサ

こうした状況下で集合知の施策をビジネスに取り入れよ

ポートは限定的なものだった。既存のコラボレーション・

うとする組織は、課題の条件に合わせて参加者の範囲（社

プラットフォームを使うことができたメンバーもいたが、

内/社外、複数部門など）を調整し、参加者が法的責任と

そうでないメンバーはコラボレーション・イベントや予

道義的責任（規制当局、現地の法律、行動規範の順守など）

測市場の実施をサード・パーティーのSaas（Software

を認識するよう、うまくコミュニケーションを取る必要

as a service）上で行っていた。このようなサービスを

がある。

利用することで、企業は時間とリソースを注ぎ込むこと
なく集合知のソリューションを既存のITプラットフォー

新しい役割と責任の重要性

ムに統合させ、速やかに施策を軌道に乗せることができた。

集合知施策では、リーダーシップの役割とスタイルの変
革に加えて、施策を組織の業務と文化へ統合するための

使用する手法に応じて、集合知の施策は2つに分かれる

新しい役割も必要になる。以下にその例を挙げる。

ようである。特定のプロジェクトを対象とした期間限定
のイベントと、集合知を業務に統合する、より全体的な

• 調整者：メンバーに施策への参加を促し、議論やアイ
ディアを多角的に結び付ける
• コアメンバー：さらなる施策の発展のために収集と分
析を行う
• 後援者とチャンピオン：求められる変革を推進および
遂行する

アプローチの一環としての継続的な意見交換である。こ
うした施策とアプローチが組織に長期的なものとして浸
透していくにつれて、施策がより企業の状況を反映し、
社員の認知度を上げるために、企業の戦略およびシステ
ムとの施策の統合の重要性が高まっている。集合知を提
供する専門ベンダーと企業向けアプリケーションのプロ
バイダーは、共に自社の製品・サービスを進化させてこ

例えば、実践コミュニティーにおいてはコミュニティー・

のようなシステム・レベルの統合を可能にしている。集

チャンピオンと調整者の役割が、知識交換と参加を促進

合知の技法、ソリューション、プラットフォームの発展

するうえでの鍵となる。企業によっては、集合知施策の

は今後も注目されていくだろう。そこには、イノベーショ

導入と展開を支援するための専門部隊を設けていると

ンと競争優位を促進する大きな可能性が秘められている

ころもある。カナダの大手航空会社WestjetのApplied

からだ。

Innovation and Sustainability, Finance部門のグルー
プ・リーダーを務めるTrent Tilbury氏は、彼のグループ
が集合知施策のハブとなった経緯についてインタビュー
で述べている。現在、このグループは事業部門、チー
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集合知からの発見に基づく行動

集合知の活用を実際に始めるにあたって

多くの企業でWeb投書箱（集合知活用の初期の試み）が

集合知は、劇的に売上を伸ばしたり、業務効率を高めたり、

失敗に終わったのは、結局のところ、集まってくる革新

品質を圧倒的に向上させたり、組織風土を改善したりす

的なアイディアが企業戦略に結びつかなかったことによ

る強力な手段となりうる。集合知の活用を検討している

る。集合知活用施策で最も気をつけなければならないこ

企業は、以下の質問に答えてみて欲しい。

との1つは、施策の成果が企業のアクションにどう反映
されたか、また個人の貢献にどれほど価値があったかと
いうことを、きちんと参加者にフィードバックしなけれ
ばならないということだろう。

• 自社の事業戦略上のゴールは何で、市場での競争や差
別化にはどういった知見が役に立つか
• 参加者を想定したとき、どうすれば彼らに参加を動機
付けることができるか

アイディア創出の施策では、集合知で出てきた重要な成
果と、その成果の活用の方針を参加者に知らせることが

• どうすれば効率良く知識を収集し、個々人を結び付け
ることができるか

重要である。同様に予測市場では、参加者の予測の妥当

• この活動を維持するために必要なツールは何で、ツー

性と正確さについて本人に伝え、彼らの予測がビジネス

ルの活用を支援してくれるのに最も適切な立場にいる

上の意思決定の改善に向けてどう活用されるのかをきち

のは誰か

んと説明する必要がある。このような継続的な振り返り
の機会がない場合、参加者が自らの貢献の質を高めるチャ

どのようなアプローチを取るにせよ、集合知の活用が組

ンスを逃すだけでなく、将来の活動への参加にも消極的

織に潜在する知の資産を有効活用して、ビジネス課題

になると考えられている。

を解決するのに役立つという大前提は変わらない。MIT
Center for Collective Intelligence の Tom Malone、

集合知の統合の可能性は、技術や文化の領域を超えて広

Robert Laubacher、Chrysanthos Dellarocasの各氏

がっている。評価、報酬、評判を体系化するアナリティ

は、2009年に発表した論文で次のように結論付けてい

クスと同様、組織とその関係者にとってはソーシャル・

る。「Webを使った集合知の例は、話の終わりではなく

データ自体が有益な情報源となる。このデータをさらに

始まりにすぎない。コンピューターと通信の機能が改良

分析することで専門家や知識の在り処を検索しやすくな

されるにつれて、このような例は今後数十年にわたって

り、カスタマー・サポートやセルフ・サービス、組織を

いくらでも目にすることになるだろう」16

超えたプロジェクト・チームの編成が促進される。さら
には、労働力分析とタレント・マネジメントにも活用が

企業が従業員、顧客、ビジネス・パートナーの知識や考

可能である。こうした新たなパフォーマンス追跡と評価

察の価値を認識し活用したいと考えるにつれて、こうし

の仕組みにより、個人の貢献がより明確になって組織の

たネットワークによる新しく、付加価値の高いビジネス

人材最適化が促進される。

機会の発見、困難な課題の解決、および革新的なイノベー
ションの速やかな実現を図る集合知の活用方法は、ます
ます重要性を帯びることになるだろう。
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IBM Institute for Business Valueによる最新の洞察

David Ransomは、カナダにおけるIBMグローバル・ビ

をご覧いただけます。IBMの月刊電子ニュースレターで

ジネス・サービスのソーシャル・ビジネス、知識管理お

あるIdeaWatchの購読は、以下のサイトから申し込むこ

よびコラボレーションのリーダーである。Ransomは、

とができます。IdeaWatchには、IBVの調査に基づく戦

コラボレーション、知識共有、インフォーマル・ラーニ

略的な洞察や推奨事項を提供するエグゼクティブ・レポー

ングを通じて、組織による従業員の効率向上を15年近く

トが掲載されています。

にわたって支援してきた経験を持つ。最近では、政府機関、
金融サービス、通信など、さまざまな部門における先進

ibm.com/gbs/ideawatch/subscribe

著者について

的なソーシャル・ネットワーキング、コラボレーション・
テクノロジー /ポータルの採用と活用に取り組んでいる。

Eric Lesser は IBM Institute for Business Value の

Rawn Shahは、IBMコラボレーション・ソリューショ

リサーチ・ディレクター兼北米リーダーを務めており、

ンのソーシャル・ビジネス戦略立案者であり、ソーシャ

IBMがソート・リーダーシップ開発のために着手した事

ルCRMおよびソーシャル販売プラクティスの開発に取り

実に基づく調査を監督している。以前は、IBMグローバル・

組んでいる。Shahには著作が7冊あり、最新作のSocial

ビジネス・サービスの人材管理の調査とソート・リーダー

Networking for Business（Pearson/Wharton

シップをリードしていた。Lesserの研究とコンサルティ

School Publishing、2010年）では、ソーシャル・コ

ングの対象は、労務/人材管理、知識管理、コラボレーショ

ンピューティングと集合知の方法による業務編成方法の

ン、ソーシャル・ネットワーキング、HR組織の役割変更

モデル化について詳述している。さらに、Forbes誌の

など、さまざまな案件に及んでいる。

Connected Businessのブログ（http://blogs.forbes.
com/rawnshah/）も執筆しており、ソーシャル・テク

Bob Pulverは、ニューヨークのワトソン研究所のIBMイ

ノロジーがビジネスに及ぼす影響と組織の働き方におけ

ンダストリー・ソリューション・ラボに所属するソリュー

る性質の変化について考察している。

ション・アーキテクト兼テクノロジストである。アナリ
ティクスとソーシャル・ビジネスの新たなテクノロジー

エグゼクティブ・スポンサー：

を複雑なビジネス課題に対処するために役立てる方法に

Denis Brousseau：IBMグローバル・ビジネス・サー

ついて、Pulverはテクノロジストとしてエグゼクティ

ビス グローバル組織/人材リーダー担当バイス・プレジ

ブと協議を重ねている。大規模なサプライ・チェーン、

デント

CRM/ERPのプロセス変革プロジェクトなど、17年近く
にわたってビジネスと技術のさまざまな分野で経験を重

Kristen Lauria：IBMコラボレーション・ソリューショ

ねており、IBM内のイノベーション管理と集合知の施策

ン ソーシャル・ビジネス・マーケティング担当バイス・

にも積極的に取り組んでいる。

プレジデント
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協力者：

日本語編集

Nick DeFilippis：IBMコラボレーション・ソリューショ

川見 有彦

ン ソーシャル・ビジネス・マーケティング戦略

日本アイ・ビー・エム株式会社
グローバル・ビジネス・サービス事業

Scott Neuman：IBMコラボレーション・ソリューショ

戦略コンサルティンググループ

ン ソーシャル・ビジネス・マーケティング担当ディレク

シニア・マネージング・コンサルタント

ター
組織・人事戦略コンサルタントとして、主にITを活用し
Daniel Roddy：IBM Institute for Business Value

たタレント・マネジメントの立案から実現まで、多数の

アソシエイト・パートナー

プロジェクトをリード。
最近は、衆知の活用を１つの切り口とした組織能力向上

Sai Wing Ho：IBMセールス&ディストリビューション

のための新しいアプローチに取り組んでいる。

David Millen：IBMリサーチ リサーチ・サイエンティス

菅沼 峰丈

ト

日本アイ・ビー・エム株式会社
グローバル・ビジネス・サービス事業

Daniel Gruen：IBMリサーチ リサーチ・サイエンティ

戦略コンサルティンググループ

スト兼マネージャー

マネージング・コンサルタント

Joan DiMicco：IBMリサーチ リサーチ・サイエンティ

事業戦略コンサルタントとして、新規事業企画やマーケ

スト兼マネージャー

ティング戦略のプロジェクトを多数リード。

変化する世界に対応するための最適な
パートナー

デジタル・マーケティング等、Web・ITを活用した新た
なマーケティング・スタイルの提案を推進。

IBM グローバル・ビジネス・サービスは、お客様と協力

國生 恭子

して、業界知識と洞察力、高度な研究成果とテクノロジー

日本アイ・ビー・エム株式会社

の専門知識を組み合わせることにより、急速な変化を遂

グローバル・ビジネス・サービス事業

げる今日の環境における、卓越した優位性の確立を可能

戦略コンサルティンググループ

にします。私たちは、ビジネスの設計と実行に対する統

コンサルタント

合的なアプローチを通じて、戦略を行動に転換するため
のサポートを提供いたします。また、17業種を網羅する

組織・人事戦略コンサルタントとして、組織風土改革や

業界専門知識と世界170カ国におよぶグローバルな能力

人材育成戦略立案のプロジェクトに従事。

を駆使し、お客様が変化を予測し、新たな機会から利益

特に、オンライン・コミュニケーションを活用した新た

を創出する支援をいたします。

な組織の課題解決方法の確立に取り組んでいる。
本稿では全編の翻訳を担当。
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