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●図表－１ 資源の位置づけ
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事業目的・概要
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経営方針
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②（Plan）

移行戦略
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進捗管理
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外部環境

夢をデザインする
価値創造メカニズム

事業目的・概要

資源 ビジネス
⇐モデル

⇐提供
価値

経営方針

2資源の位置付け

図表－１のとおり，経営デザインシート「こ

れからの価値創造メカニズム」を構築するス

テップは，�提供価値，�ビジネスモデル，
�資源の順で検討していきます。
本号では，前月号で検討したビジネスモデ

ルをうまく回していくための必要「資源」に

ついて説明します。

資 源 と は

資源とは，これからのビジネスモデルを回

していくために必要となるヒト，モノ，カネ，

知財です。ヒト，モノ，カネは有形であり数

値化が容易です。一方，知財は，形が見えに

くいものの，企業のコアコンピタンスの源泉

となり得るものです。特に中小企業において

は，ヒト，モノ，カネが乏しいケースが多く，

知財の活用がより重要になります。知財は，

図表－２のように，特許権等の権利であるも

ののほかに，人的資源，ネットワーク，営業

秘密，ノウハウのような見えないものも含ま

れます。

例えばトヨタ生産方式で作られる高級車

LEXUSは，段差，光の反射，音の響き等に
ついて，ヒトの五感による官能検査を最終段

階で実施しています。このヒトの五感による

検査ノウハウはまさに知財であり，検査員は

貴重な人的資源と言えます。

経営承継研究会
中小企業診断士 三嶋 弘幸

私は４０歳の大手メーカーの一次下請け企業の後継者で，現在は経営企画部長を担当しています。

将来を見据えて，新たな事業展開を模索しています。社内プロジェクトを立上げ，経営デザイン

シートの作成に着手し，「これからの価値創造メカニズム」で提供価値，ビジネスモデルの構想

まで進んでいます。ビジネスモデルに必要な資源をどう構築いくのかについて，ご教示いただき

たい。

第 10 回

ビジネスモデルを構築する資源を構想する
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●図表－３ （作業補助シート２）資源の整理

既存事業A 既存事業B 未活用

ヒト

モノ

カネ

知財

5

●図表－４ コアコンピタンス
経営資源

コアコンピタンス

ヒト モノ カネ 知財

提供価値 模倣困難性 応用性

必要な資源の洗い出し

これからのビジネスモデルを回して価値を

生み出すための資源を保有しているかを以下

のステップで洗い出しをします。

� 既存の資源を活用できるか

既存の資源について，内部資源のほか外部

資源も含めて棚卸をします。

� 競争優位性を構成している資源

現状の自社の競争優位性（コアコンピタン

ス）の源泉となっている資源を見出します。

分析の過程で埋もれた知財，気づいていなか

った知財を見出すことができます。

� 不足する資源の洗い出し

質的不足と量的不足について洗い出します。

質的不足とは，資源を保有しているが，�能
力的に不十分である，�競合との比較で質的
に弱いものをいいます。量的不足は，�保有
していない，�保有しているが，量的に不足
しているものをいいます。不足資源について

は，既存事業との配分・調整が必要となりま

す。

既存の資源の整理

既存の資源を整理し，これからのビジネス

モデルへの対応可能性を検討します。

図表－３の経営デザインシートの補助シー

ト２を活用して，各事業別の資源と未活用の

資源を整理します。

資源については，自社保有の内部資源だけ

でなく，外注先ネットワーク等の外部資源も

含めて洗い出します。

既存資源を洗い出ししたところで，次に自

社の競争優位性を構成している資源について

さらに掘り下げて整理・検討します。

資源とコアコンピタンス

コアコンピタンスとは，企業活動における

他社には真似ができない中核となる能力・強

みをいい，企業の競争優位の源泉となるもの

です。

コアコンピタンスは，次の３つの要件が求

められます。

� 提供価値～顧客にソリューションを提供

する能力

� 模倣困難性～競合相手に真似ができない

能力

� 応用性～複数の市場や商品にアプローチ

できる能力

コアコンピタンスは，保有する資源を有効

活用することで構築されるものです。これか

●図表－２ 知財の種類
無形資産
　借地権，電話加入権等

知的資産
　ブランド，営業秘密，ノウハウ等

知的資産
　人的資産，組織力，経営理念
　　　　　　顧客とのネットワーク，技術等

知的財産権
　特許権，実用新案権
　　著作権等

知
的
資
産

（出典） 中小企業基盤整備機構「知的資産経
営マニュアル」
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らのビジネスモデルをうまく回し，価値を生

み出す上で，コアコンピタンスを構築する資

源を見出し，活用する必要があります。その

分析手法として，「VRIO分析」が有効です。

VRIO分析

VRIO分析は，競争優位性の源泉となるコ
アコンピタンスを構成する経営資源を分析す

るフレームワークです。

具体的には，経営資源を経済価値（Value），
希少性（Rarity），模倣困難性（Imitability），
組織（Organization）の４つの視点から分析
します。

経済価値においては，提供する製品やサー

ビスに付加価値があるか，顧客の満足や支持

を得られているかが問われています。売上や

コストへの大きな影響があるのかという視点

でも捉えられます。

希少性においては，経済的価値に希少性が

あるかが重要です。同業他社でも同様の資源

を保有・活用している場合は，強みにはなり

ません。

模倣困難性については，同業他社が真似で

きない資源であることが，持続的な競争優位

性であるとの観点からとらえます。

組織は，上記の３つの優位性の高い資源を

上手にコントロールできる体制があってこそ，

価値を生み出すことができます。

一般的な製造業を例にとると，図表－５の

とおりコアコンピタンスとなるのは，経営者

と組織，技術，外部連携が挙げられます。特

に技術は，熟練工による高い加工技術を保有

しており，ハイスペックな製造設備と合わせ

て，製品の競争優位性を高めています。VRIO
分析で技術について，組織の評価が△となっ

ているのは，属人的で，熟練工の技術承継が

組織の課題となっているためです。この技術

は人的な知財であり，競争力の源泉であり，

新たなビジネスモデルを回していく上での必

要な資源となります。同様に，全国に広がる

代理店網についても，知財として活用が見込

まれます。

VRIO分析は，分析の過程を通じて，潜在
的な知財を見出すことができます。

不足する資源の調達

新たなビジネスモデルをうまく回していく

ために必要な資源に対して，既存資源で不足

する資源の調達を検討していきます。

既存事業の今後の戦略（拡大方向なのか，

●図表－５ VRIO分析例示

経営資源
VRIO分析 新たなビジネス

モデルへの活用経済価値 希少性 模倣困難性 組織

経営者 強いリーダーシップ ○ ○ ○ ○ ◎

仕入
複数の安定的仕入ルー
ト確保

○ × × ○

製造 ハイスペック設備保有 ○ △ × ○ ○

販売 全国的代理店網 ○ △ △ ○ ○

技術
ハイレベルな熟練工の
加工技術

○ ○ ○ △ ◎

資金 豊富な手元資金 ○ × × ○

組織 迅速な意思決定 ○ ○ ○ ○ ◎

外部連携 大学との共同開発 ○ ○ ○ ○ ◎
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縮小方向なのか等）を前提に新規事業との資

源の調整，配分方針を決める必要があります。

その上で，不足する資源をいかに調達するか

を決定します。

既存資源について，質的不足についてはま

ずは自力で補強し，補強ができない場合は，

外部資源の調達が必要となります。量的不足

については，補強のほか，外部資源調達の必

要性も考える必要があります。自力で補強が

困難な場合には，最適な外部パートナーとの

連携等のオープンイノベーションを模索して

いきます。不足する資源（ヒト，モノ，カネ，

知財）を，移行戦略の中で計画的に補完して

いく必要があります。

資源の配分

多くの中小企業では，新規事業に必要な資

源の確保に限界があります。経営資源を最大

限に活用する上で，「選択と集中」を意識し

た資源の適正配分が必要となります。既存事

業と新規事業について，それぞれの将来的な

収益性や成長性を鑑み，最大の収益を確保で

きるように資源配分を行います。既存事業に

ついては，事業構造を見直し，生産性の向上

を図り，新規事業との二本柱で事業拡大を目

指していくことが必要です。

VRIO分析で新規事業に必要な資源の持つ
競争優位性が明確になり，既存事業との最適

な資源の配分を通じて，限られた資源の最大

限の活用ができます。

事業計画への落とし込み

経営デザインシートの「これからの価値創

造メカニズム」を構成する�提供価値⇒�ビ
ジネスモデル⇒�資源の具体的な構想が明確
になりました。

この内容について，事業計画に落とし込

み，今後の外部環境を踏まえた移行戦略によ

り，着実に実施していくことになります。

� 既存資源の把握，整理

� コアコンピタンスの明確化

� VRIO分析で強みを把握

� 潜在的な知財を見出す

� 最適な資源配分

●図表－６ 資源の分配

既存資源 不足資源

内部資源の補強

既存事業
ビジネスモデル

新規事業
ビジネスモデル

大手メーカー
（親会社） 新たなチャネル

選択と集中による
最適配分

事業構造の見直し
（生産性向上）

提供価値

経営資源

コアコンピタンス

外部資源の調達

オープンイノベーション

提供価値


