
 

  

知的資産経営の活用について（要約版） 

初版 

平成２８年３月 

日本行政書士会連合会 

第三業務部知的資産部門 



 

目 次 

 

 

1. はじめに ......................................................... 1 

2. 知的資産経営の概要 ............................................... 3 

3. 知的資産経営の取組み ............................................. 9 

4. 知的資産経営報告書の作成 ........................................ 40 

5. 知的資産経営と行政書士業務 ...................................... 49 

6. おわりに ........................................................ 56 

7. 参考文献 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58 

 

 



1 

 

１．はじめに 

我が国の企業数は、２００６年の経済産業省の「工業統計表」、総務省の「事

業所・企業統計調査」によると総数４２１万社、その中で中小企業に相当するす

る企業は４１９．８万社と全体の９９．７％、また従業員数も全体の７０％以上

を占め、「我が国経済の基盤」を形成しています。また地域においても、中小企

業は建設業、小売業、サービス業を中心に「地域経済の活性化」や「雇用機会の

創出」の役割を担っているといえます。 

 

２０１０年、時の民主党政権において政府は「中小企業がその力と才能を発揮

することが、疲弊する地方経済を活気づけ、同時にアジアなどの新興国の成長を

も取り込み日本の新しい未来を切り拓く上で不可欠である。政府が中核となり、

国の総力を挙げて、中小企業の持つ個性や可能性を存分に伸ばし、自立する中小

企業を励まし、困っている中小企業を支え、そして、どんな問題も中小企業の立

場で考えていく。」という骨子の「中小企業憲章」を閣議決定、その後、自民党

政権に変わった今日においても、米国に端を発した世界的な不況、少子高齢化、

新興国の台頭など先行き不透明な経済上の中で、我が国の産業を立て直すため

に、中小企業に対する様々な施策が打ち出されています。 

 

他方、日本行政書士会連合会（以下、日行連という）第三業務部では、２００

８年頃より、経済産業省経済産業政策局知的財産政策室、独立行政法人中小企業

基盤整備機構経営基盤支援部事業承継・知的資産経営支援室と意見交換を重ね

ながら「知的資産経営」についての調査・研究を開始しましたが、時を同じくし

て、滋賀、大阪、兵庫など関西地域の単位会の会員諸氏が、「知的資産経営」に

着目、中小企業を中心に事業者が有する技術、ノウハウ、人材など重要な知的資

産の認識・評価を行い、それらを企業の価値創造につなげていく活用を知的資産

経営報告書にて開示する活動を実践され、これが事業者や自治体等からも高い

評価を得ているという実績にも助けられて、「知的資産経営」に対する支援業務

は、今日、日行連の事業の一つとして、経済産業省が企画推進する「知的資産経

営 WEEK」への継続的な参画、あるいは研修会の実施等、全国の会員への普及

啓蒙に向けたさらなる取組みがなされています。 
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事実、行政書士は法人設立や許認可事業者に対する申請業務あるいは契約業

務等を通して、中小企業と多く接する機会は少なくありません。また、「中小企

業の新たな事業活動の促進に関する法律（中小企業新事業促進法）」で規定され

る、中小企業者あるいはそれらで構成される組合等に対する経営革新計画の承

認（第９条）、異分野連携新事業分野開拓計画の認定（第１１条）、経営基盤強化

計画の承認（第１６条）といった申請書類の作成や申請の代理を手掛けられてい

る会員もいらっしゃると思います。 

その意味で、行政書士による中小企業に対する支援業務は既に行われている

わけですが、ここでは中小企業支援を中小企業が事業を運営する上で、遭遇する

諸問題や課題の解決に向け適切な方策を提供すること、言いかえれば、経営者が

本来の経営の役割を果たすための課題や問題点の解決に向けて専門性や知見を

機能させることに着目します。 

 

よって本書では、従来からの行政手続に伴う書類の作成者あるいは申請代理

人という中小企業に対する行政書士の関与を一歩進め、経営者の持つ課題解決

に向けた支援に関する一つのアプローチの手段として、「知的資産経営」の活用

について説明してまいります。 
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２．知的資産経営の概要 

 「知的資産経営」とは、会社の有する「知的資産」を把握、認識し、これ

を活用することで業績の向上や会社の価値向上に結びつける経営と定義さ

れています。 

「知的資産」とは、図１に示されるように、従来の財務諸表に記載されて

いる資産以外の無形資産であり特許権や商標権、著作権などの「知的財産権」、

営業秘密、ブランド、 ノウハウなどの「知的財産」にとどまることなく、

さらに組織力、人材、技術、経営理念、顧客等とのネットワークなど、 財

務諸表には表れてこない目に見えにくい経営資源（見えざる資産）を総称し

ます。 

 

 

 

 

「知的資産」は、「知的財産」と言葉が似ていることから混同されること

が多いのですが、その関係を整理すると「知的財産（権）」は知的資産のな

かで法的権利や法的保護を有するものとして位置付けられた資産と言え、広

図１ 
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義では「知的財産（権）」も「知的財産」に相当しますが、本書では、前述の

混同を避けるため、図２に示されるように、「知的財産（権）」を除く知的資

産を区別し、そして、この狭義の「知的資産」を企業の本当の価値・強みで

あり、企業競争力の源泉となる資産として位置付けガイダンスしていきます。 

 

 

 

 

 

 

特許権など「知的財産（権）」は、どこの企業でも有している資産ではあ

りませんが、「知的資産」はどんな企業においても事業を行っている以上は

必ず有している資産です。その意味で「知的資産経営」は、特に大きなコス

トをかけずとも、この「知的資産」を見出し活用することによって、他社と

の差別化を継続的に実現し、ひいては経営の質や企業価値を高めることを可

能にする経営スキームといえるでしょう。 

 

昨今テレビで放映されている経済番組において、低迷する経済状況にもか

かわらず果敢に挑戦する「元気」な中小企業が取り上げられていますが、こ

うした企業の共通の特徴として自社の「強み」を見出し、これを活用するこ

図２ 知的資産の分類 
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とで競合や市場における「差別化」を図っていることが一様に挙げられてい

ますが、まさに、「知的資産経営」を実践している実例を表しているのでは

ないでしょうか？ 

また、昨年ＴＢＳ系列テレビで放映され、大きな視聴率とブームを巻き起

こしたドラマ「下町ロケット」では、主人公が経営する中小企業、佃製作所

が保有する特許権が大企業である帝国重工が推進するロケット開発プロジ

ェクトで欠くことのできない重要な部品についての権利を有していたこと

から、その権利を譲渡するのか、許諾するのかで、社内が大きく揺れたシー

ンがありましたが、これは企業経営戦略において保有している「知的財産権」

をどう利用するのかということにあたるでしょう。 結局、主人公は、権利

を権利として利用するではなく、自社のモノづくりの技術力（ドラマでは機

械に勝る研磨技術が取り上げられていました。）をもって自社製品としての

開発製造を行い、当該大企業に部品として納める途を選択したのですが、こ

の「技術力」が、自社にとって本当の価値・強みであり、競争力の源泉とな

る資産であると認識していたからこそ、その選択をしたかもしれません。そ

の意味では、この「技術力」という知的資産を用いて性能面や品質面におい

ても差別化がはかられた唯一無二の製品を供給することでアイデアのみな

らず、販路も事実上の独占状態を築くことができた事業もまた「知的資産経

営」実践の一例といえるでしょう。 

 

参考までに、「中小企業のための知的資産経営マニュアル」に掲載されて

いる知的資産について例と留意点を以下に記しておきます。 

 

【知的資産の例】 

・製造段階での「すりあわせ」に代表される製品の細部へのこだわり／技

術・ノウハウ 

・顧客との意思疎通による問題解決型の商品／サービスの開発スピードの

速さとそれを可能にする組織／システム（取引先の側からの次世代商品

のリクエストを含む） 

・レベルの高い要求のフィードバックを可能にするレベルの高い消費者の

存在と消費者と企業の結びつき（質の高いネットワーク） 
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・品質や中長期的な安定的存在感、中期的な取引関係等に基づく信頼に 

裏打ちされた商品／サービス／企業のブランド力 

・レベルの高い従業員のモチベーションの維持／能力の発揮及びそれを可

能にしてきた雇用・組織関連のシステム 

・技能者の裾野の広さに支えられた知的創造の能力 

 

【留意点】 

・それ自体に交換価値があるわけではないこと 

・独立して売買可能ではないこと 

・知的資産のすべてをその企業が必ずしも所有・支配しているとはい 

えないこと 

 

ところで、知的資産はその性格から図３に示すように、３つのカテゴリー

に分類することができます。 

 

 

 

 

 

この分類は、「MERITUM プロジェクト」（１９９８年から２００１年の

間、スカンディナビア３国、デンマーク、フランス、スペインが組成した、

無形財のマネジメントとレポーティングのガイドライン策定プロジェクト）

図３ 
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によって提唱されたものですが、経済産業省もこの分類を参考に知的資産を

区分しています。 

 

人的資産とは、技術者や職人が有している知識、スキル、ノウハウ、営業

員の人脈や接客力、あるいは有資格者といった属人的な要素が強い資産をい

います。これに対して会社で取得した特許や著作権等の知的財産権、蓄積し

た各種データ、マニュアル、カリキュラム、運営や教育の体制など企業で共

有できる資産を構造資産とされています。人的資産は、個人に帰属している

分、差別化し易い資産といえる一方で、当該個人の退職や死亡等により資産

そのものが失われるという脆弱性もあります。そこで企業はスキルやノウハ

ウを伝承したり研修制度を取り入れ育成したり、あるいは個人の持つ情報を

データベース化するなど資産の共有化に努める必要性がでてきますが、それ

だけにとどまらず行政書士の主要な業務の一つである建設業の許可につい

ても同様な傾向をみることができます。 

 

２０１１年の「東日本大震災」のよる復興および防災・減災需要、そして

２０２０年の「東京オリンピック」開催による建設需要により、建設業者数

自体は減少している傾向はかわりませんが、新規許可件数は微少ながら増大

しています。その要因の一端に、従来、軽微な建設工事のみを請け負ってい

る事業者が、その請負工事額から、必ずしも許可事業者になる必要がないに

もかかわらず、許可を申請しているケースが増えていることがあげられてい

ます。しかも、申請理由のほとんどが発注者側からの依頼によるものだそう

です。これは、今後継続的な取引関係を維持するため要件が、長年の取引か

ら醸成された担当者同士の信頼関係から客観的な要件を満足している許可

事業者としての信用に移っているということが伺えます。確かに、担当者同

士の信頼は当然人的資産であり、事業を行う上で重要であり決して軽視され

るものではありませんが、担当者に依存した資産は一度、配置転換や退職等

が生じた場合、限界があることには変わりがありません。一方、許認可とい

う権利化された資産は、少なくとも誰もが納得できる客観性を有した要件で

あり、しかも会社で共有できる構造資産となり得るものです。そう考えると、

発注者側もこの企業が有益な企業であれば、関係の継続性を維持したいと望
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むのは当然であり、よって許可の取得の意向が表されたのではと推測するこ

とができます。 

 

   さて、資産は通常、企業内に存在するものと考えられがちですが、知的資

産のユニークな点として、企業の外に存在する資産も企業内の資産と同等

レベルで利用することが可能であれば資産として位置付けることができま

す。これは「関係資産」と呼ばれています。例えば、顧客、仕入先、協力会

社、提携会社との良好な関係などがこれにあたります。 

 

   なお、知的資産は単に保有しているだけでは価値がなく、それを利用する

ことで価値が生じるものです。さらにその価値は複数の知的資産が関連し

あうことによってより差別化された「強み」になりますが、反対に利用の主

体や利用の仕方によってその価値が異なってしまうという難しさも有して

います。 

財務資産や不動産資産も市場により価値は相対的に変化することはあり

ますが、対象となる額面や坪数など絶対的な価値は主体や用途によって異な

ることはありません。しかしながら知的資産の場合、製造業の技術力やサー

ビス業のホスピタリティは同じ尺度では計れませんし、製造している製品や

サービスの内容によってもその尺度は異なります。従って共通の価値尺度が

無い分、知的資産の場合はそれが経営に対してどう活かされているのか、あ

るいはどう活かしていくかに着目して、その価値を示していくことが大切に

なります。 
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３．知的資産経営の取組み 

知的資産経営に取り組む上においては、まず自社の事業形態を把握し、そ

こから「自社の知的資産を認識すること」と「認識した知的資産を整理して、

まとめること」が必要になります。 

 

 

 

 

 

図４に従って順にみてみましょう。 

  ステップ０ 

ここでは、まずステップ０として既存の自社の事業形態を把握する方法の

一つとして、ここでは３Ｗ１Ｈメソッド（http://3w1h.jp/3w1h）を紹介しま

しょう。 

 

３Ｗ１Ｈメソッドは板橋悟氏がリクルート社での実務経験をもとに体系

化された手法です。３W「誰が（Who）」「誰に（Whom）」「何を（What）」、

１Ｈ「いくらで（How much）」に着目し、事業をシンボル記号（ピクト図）

図４ 知的資産経営実践の流れ 

http://3w1h.jp/3w1h
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で図解表記することで、直感的に把握し見える化することができます。 

 

 表記ルールの基本原則は３つで 

（１）ビジネスを交換とする 

（２）３Ｗ１Ｈで２組の交換関係を構成する。 

誰（Who）が誰に（Whom） 

何（What）をいくらで（How much） 

（３）表記は図５のピクト図を用いる。 

と、シンプルなだけに、ビジネス経験や経営ノウハウの多少にかかわらず、

誰でも容易に取り組めるという利点があります。 

 

 

 

 

図５ ピクト図の基本表記 
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 前述の板橋悟氏の著書「ビジネスモデルを見える化するピクト図解」では、

事業形態を代表的な８つのモデル例で表していますので、一部引用も含めな

がら紹介していきます。 

 

 

（１）シンプル物販モデル（図６－１） 

      

 

 

ビジネスの主体（個人・法人）が製品・サービスを開発、製造し、

需要者に提供して、その対価を得るモデルです。 

    このモデルでは、提供する製品・サービス自体に競争優位性が求められ

ます。逆にいえば利益率が高く絶対的な支持のある製品・サービスを持

続的に提供できることが成功の鍵となります。 

     その一方で、提供する製品・サービスが単一である場合、後述する外

部環境において障害を生じた際、大きな打撃をうけるリスクもはらん

でいます。 

     従ってこのモデルにおいて収益基盤を強くするには、製品／サービ

スに対する魅力の維持、ラインアップの強化・充実が重要になります。 

  



12 

 

（２）小売モデル（図６－２） 

 

 

 

 

     ビジネスの主体が、製品・サービスを自ら開発、製造せず、メーカー

やサプライヤーから入手して顧客層に販売し対価を得るモデルです。

街の商店からデパート、スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド、ＥＣ

サイトまで対象は幅広いモデルです。 

     このモデルは多くの場合、取扱う製品で差別化ができませんので、店

舗の立地やデザイン、営業時間、品揃え、ユーザビリティなど顧客層に

とって購入しやすい環境について差別化をはかることが重要になりま

す。言いかえれば、購入しやすい環境を持続的に提供していくための工

夫がこのモデルの成否の鍵を握るということになります。 

 

 

（３）広告モデル（図６－３） 
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     製品・サービスは無料ないし無料に近い価格でビジネスの主体が提

供し、広告で収益をあげるモデルです。民放テレビやラジオ局に代表さ

れるモデルですが、近年は、米国のグーグル社やフェイスブック社に代

表されるＩＴ系のサービス事業者が多く採用するモデルです。 

     このモデルは、広告媒体として魅力的な場を提供できることが成否

の鍵を握ります。言いかえれば、提供する製品・サービスが広告主にと

って魅力的な需要者を掴んでいるかということになります。 

     注意点は、一般的に不況時は広告主が出稿を控えることから景気の

影響を受けやすいモデルであることです。その意味で、収益の源泉を広

告のみに求めるのではなく、他のモデルの補完として活用することが

望ましいといわれています。 

     そこで、最近では、収益を広告に頼るだけでなく、クラウドサービス

やスマートフォンのゲームアプリケーションでは、機能を必要最小限

に抑えた製品・サービスを無料版として提供することで多くの需要者

を得るとともに、より豊富な機能を求める需要者に対して有償版を提

供する「フリーミアム」と呼ばれるモデルを併用したり、あるいはモデ

ル転換する例もあります。 
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（４）合計モデル（図６－４） 

 

 

 

「フック」といわれる需要者を呼びこむための製品・サービスをビ

ジネスの主体が用意し、「ついで買い」を狙うモデルです。 

スーパーが特売品の横に関連商品をディスプレイすることで、来店

客あたりの購入単価を引き上げるモデル例の他にも、格安のパッケー

ジツアーがあります。パッケージツアーには大概オプショナルツアー

が用意されていますが、旅行会社はパッケージツアーで集客、オプシ

ョナルツアーへの参加を促すことで、旅行全体で消費する金額の合計

額をあげ、収益を確保しているのです。 

このモデルは、需要者がフックとなるディスカウント商品で得をし

たと思ったお金を消費しても良いという商品を提供できるかが成否の

鍵となります。その意味でフックの仕掛けにとどまらず、併せて買う

商品となる製品・サービスの魅力も問われるモデルです。 
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（５）二次利用モデル（図６－５） 

 

 

 

製品・サービスを二度三度と再利用するモデルで、コンテンツ・ビ

ジネスに多く見られます。漫画雑誌の単行本化、ベストアルバム、テ

レビドラマの DVD 化に加え、最近ではドラマの脇役を主役にてドラ

マでは触れなかったエピソードを番外ドラマに仕立てるスピンオフ化

もこのモデルです。二次利用モデルは買い手の購入意欲をうまく刺激

するようなコンテンツのリユースができるかどうかが成否の鍵となり

ます。 

このモデルは、再利用についても権利化し、再利用することについ

て収益を上げるケースは多いので、「ライセンスモデル」にもあたりま

すが、社員食堂のメニューがレシピ本になって大ヒットし、さらに行

列のできる飲食店にまでなったケースもあり、シンプルな物販モデル

からの転換も可能なモデルといえます。 
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（６）消耗品モデル（図６－６） 

 

 

 

ビジネスの主体が製品自体の購入の敷居を下げ、付帯する消耗品や

メンテナンスに対する消費を需要者に継続してもらうことで収益率を

上げていくモデルです。シェーバーのホルダーと替刃、インクジェッ

トプリンタとカートリッジはこのモデルの代表例です。 

最初に製品を買ってもらうことができれば継続的な売り上げが見込

めるモデルですが、製品のライフサイクルとして長く利用してもらえ

ることや、消耗品はどこでも得られるような販路の拡大が大切になり

ます。言いかえれば顧客離れをおこさないようなきめ細やか配慮が求

められるモデルといえます。 

また、実際プリンタカートリッジで生じた問題、消耗品の互換製品

の出現という問題があります。この問題は訴訟にまで発展しましたが、

裏を返せば継続部分での競合への対応策の良し悪しが、このモデルの

成否を握っているかもしれません。 
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（７）継続モデル（図６－７） 

 

 

 

需要者が、製品・サービスを長期間にわたって定期的な利用を継続

することで、一定の売上を確実にあげていくモデルです。 

代表的な例は、光熱費、通信費といったライフラインサービス、賃

貸不動産、会員制のフィットネスクラブがあげられます。前述の消耗

品モデルと類似していますが、消耗品モデルの場合、売上のタイミン

グが消耗品の利用頻度に依存するのに比べて、決まった期日に一定の

収入が見込めるところがメリットといえます。その意味で、天然飲料

水を提供するウォーターサーバーレンタルサービスは、一見、消耗品

モデルにも見えますが、利用の多少にかかわらず提供するウォーター

ボトルの最低数を定めることで一定収入を確実する継続モデルを用い

ています。 

このモデルは、一定数の需要者数の確保するためのコンテンツ、継

続利用しやすい金額設定、解約率を一定以下に抑えるためのサービス

を提供し続けられることが重要なモデルといえます。 
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（８）マッチングモデル（図６－８） 

 

 

 

      ビジネスの主体が、製品・サービスを提供する供給者とそれらを利

用する需要者とを仲介するモデルです。代表例としては、不動産の仲

介業務ですが、インターネット上での職業紹介サイトやオークショ

ンサイト、フリーマーケットサイトなどもこのモデルといえるでし

ょう。 

ビジネスの主体が提供するのはマッチングの場で、「場」を利用す

る供給者と需要者のいずれかあるいは両方から収益を得るモデルで

す。 

在庫を抱えるリスクがないのが利点ですが、参入へのハードルも

低い分、競合も多くなります。 

また、仲介の対象は「情報」になりますが、インターネットの普及

により情報の格差がつけにくい今日、単純な情報量だけでは、差別

化はかなり難しいといえます。従って、競合他社が扱っていない情
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報を提供する供給者を見出し、これを確実におさえることと、併せ

て、この需要者をいち早く集めるためのマッチングの仕組みとマッ

チングしやすいユーザビリティを提供することが大切になってきま

す。 

言いかえれば、供給者側と需要者側、互いの期待を揃えていくこ

とがこのモデルにおいては最も重要なポイントといえます。 

その意味で、「シェアリングエコノミー」と呼ばれている個人が持

つ遊休資産やスキルの貸し借りを仲介するインターネットサービス

の経済規模が、２０２５年には、３３５０億ドルほどに成長するこ

とが見込まれているようですが、好例の一つではないでしょうか？ 

 

 ３Ｗ１Ｈメソッドを用いて、事業形態は前述の８つのモデルとその組み合

わせによって図解することで、自社にどの製品・サービス「何が（What）」

がどんな顧客層「誰に（Whom）」の売れているのかという実態とマネタイ

ジングと言われる収益構造「いくらで（How much）」ということを明らか

にすることができます。 

 

ステップ１ 

さて、前述したように知的資産は、目に見えにくい経営資源（見えざる資

産）です。従って、既に自他ともに認識している顕在化された資産に着目す

るだけでは十分とは言えません。そこでステップ１では、事業形態から、見

えない知的資産を認識するために、４つめの W として、顧客層に製品・サ

ービスが「なぜ（Why）」売れているのかという「強み」の理由の探るアプ

ローチを加え、これを行っていきます。３Ｈ１Ｗメソッドの例で言えば「シ

ンプル物販モデル」のように売れている理由が、製品・サービスの特長であ

ったとすると、さらに「なぜ（Why）」その特長が生み出されたのかという

理由を探り、これを競争力の源泉となるところまで深く掘り下げていきます。

また「小売モデル」のように売れている理由は、製品・サービスに限らず売

り方であったり、供給体制によるものであったり、モデルによってその理由

は多様になります。ですが、いずれにおいても同様に、競争優位性を保つ源

泉が認識できるまで掘り下げていくことで、強みの体系化を図ります。 
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  ①ＳＷＯＴ分析 

その際、一般的によく知られている分析手法としてＳＷＯＴ分析（図７）

があります。 

 

 

 

 

 

この手法は、自社を取り巻く環境（外部環境）とこの外部環境と自社の現

状（内部環境）を分析する方法です。 

 

外部環境とは、機会（Ｏ）と脅威（Ｔ）にカテゴライズされ、自然環境、

社会情勢、経済・景気動向、政治動向、規制・緩和、業界環境、技術動向の

変化や顧客ニーズ、トレンドによる消費動向の推移や競合他社の活動状況な

ど、自社の努力だけでは変えられない要因をいいます。一方内部環境は、自

社のコントロール化にある要因で、強み（Ｓ）と弱み（Ｗ）にカテゴライズ

されますが、主な項目としては、品質、性能、要領、価格、コスト、時間、

効率性、顧客・取引先との関係、ブランド、企業倫理等、まさに知的資産の

要素が挙げられます。 

図７ ＳＷＯＴ分析 
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ＳＷＯＴ分析では、これらのＳ、Ｗ、Ｏ、Ｔの各要素について分析してい

きますが、単純に分析するだけでは、要素の羅列に留まり、満足する結果が

得られないどころか分析に膨大な時間と労力だけがかかってしまいます。 

 

  ②フェーズ分析 

実は、知的資産は他の知的資産と関連し合うことでその価値も変わってき

ます。よって業績に関連する知的資産を明らかにしていく過程は時間軸、言

いかえれば事業の流れから見ていく必要があります。 

加えて、知的資産は種類が多く、また、企業によっても用い方も違ってき

ますので、企業間における知的資産や知的資産経営の比較が難しくなります。 

そこで、比較を容易にするために一定のフレームを通して見ることが考え

られますが、本書では、知的資産経営における有数の識者のお一人で、長年、

日行連にもご支援を頂いている龍谷大学の中森孝文教授が、京都府知恵の経

営評価委員会の検討や、中小企業支援者等の意見を参考に開発された評価フ

レームである「フェーズ分析」を紹介します。 
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一般的に、企業は、事業の根本となる理念や経営方針に基づき事業活動を

行いますが、その際、事業を理念や方針どおり実施するために必要な体制作

りがなされ、これをもって技術やサービスに関するノウハウや提携先とのネ

ットワーク等が構築されていきます。そして構築されたノウハウやネットワ

ーク等を駆使した製品やサービスが顧客層に提供され、その結果が業績とし

てあらわれるという流れを辿ります。フェーズ分析（図８）は、この流れに

着目し、これを４つのフェーズに分類して、知的資産間や知的資産と業績の

関係を明らかにするものです。 

 

 

 

 

  

図８ フェーズ分析一覧 
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 フェーズ分析は、図９に示されるように、事業の流れから知的資産の動的

な価値を捉えていきますが、事業の流れは、具体的に実在する製品・サービ

スのフェーズから抽象的、観念的な経営理念・方針のフェーズに向けて事業

の流れに遡るように分析していくアプローチをとります。 

 

 

 

 

 

ステップ２ 

 では、フェーズ分析について、前述の中森教授が「改訂２版『無形の強み』

の活かし方」で著されている世界的なシェアを誇る金型メーカーの例をとっ

て同教授の著述も引用しながら、もう少し具体的に触れていきましょう。 

 

製品・サービス 

 この金型メーカーは、精密金型を用いたプレス機械を製造・販売していま

す。その製品の特徴をみてみると、数百万万ショットにも耐える高い耐久性

能を有していることがわかりました。ショット数とは金型で製品を成形する

回数のことですが、耐久性が高いと、修理や交換費用といったランニングコ

ストが削減できるということになります。同時にこのメリットを活かすため

には、高精度の金型を製作するミクロン単位の加工技術を持っていることも

図９ フェーズ分析のアプローチ 
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わかりました。 

技術・ノウハウ 

そこで、この加工技術がなぜ実現できるのかということを追求してみると、

通常、高精度の金型を製作するには、高精度な加工ができる工作機械を使う

のが一般的ですが、このメーカーは、ミクロン単位の精度で部品を合わせた

ときの隙間が最小化される位置決め技術やバリなどを発生させない除去技

術は、技術練度の非常に高い職人（著書ではスーパー職人）による技術で実

現していることがわかったのです。 

前述のドラマ「下町ロケット」でも、鏡面加工で生じるバリとりに対して、

機械では実現し得ない精度（こちらもミクロン単位）を手作業による研磨技

術で実現していたシーンがありましたが、まさに同じです。 

 

マネジメント 

では、このようなスーパー職人をなぜ得ることができたのでしょうか？ 

職人の高い技術は、企業にとって大きな知的資産に成り得ますが、同時に典

型的な人的資産であり、継続性についてのリスクをはらんでいます。 

 

「ものづくり白書」（厚生労働省２０１５年版）の調査では、企業の製品

／サービスを生産・提供するに当たり、重要な役割を果たしたものづくり人

材がいると答えた企業は８９．７％（うち、技能者が４９．３％、技術者が

２３．３％）であり、ものづくり人材が重要な役割を果たしてきた、すなわ

ち人材の有する技術力が知的資産として高い地位にあることがわかる一方

で、ものづくり人材のうち、技能者が一人前（自分で段取りできることに加

え、担当作業にトラブルが発生した際でも、一人で対応できるレベル）にな

るには、５年～１０年かかると答えた企業が最も多く、熟練した技能を持つ

技能者を育成するにはさらに長い年数が必要という結果がでています。 

 

しかも、ものづくり人材の確保の仕方をみると、新卒又は中途採用者を採

用して自社で育成する事業所の割合が８８．７％を占めており、ものづくり

人材は自社で育成してきた企業が多いのですが、ものづくり人材の育成・能

力開発を目的とした取組をみると、「日常業務の中で上司や先輩が指導する」
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の割合も８８．１％を占めており、高度な技術力を有する職人が皆、高齢化

している今日、どの企業も技術の承継については大きな課題をもっています。 

確かに従来のスタイルで承継を実現している企業もあり、これが重要な 

ことも間違いではなく、決して否定するものではありませんが、手作業によ

る熟練技術というのは力加減やタイミング、つまり力覚や触覚のバランスで

培われるものであり、それを目で見て理解しようとすると、どうしても長い

時間がかかってしまい、客観的に考えれば、明らかに難易度が高いといえま

す。 

 

 こうした中、この企業は、ベテラン職人の技術という暗黙知の明示化に挑

み、結果、スーパー職人の育成過程を１６１項目の研修項目という形式知へ

の置き換えを実現しました。結果、従来行われきた技術継承スタイルよりも

短い期間で「スーパー職人」に必要な技術取得が可能になり、職人の平均年

齢は３０歳代（通常は５５、６歳といわれています）を維持することができ

ています。また、この研修システムの構築で、属人的な技術力が構造化され、

持続性にリスクを有する人的資産のリスクを軽減にも効果が得られたとい

えます。 

 

 このように、マネジメントのフェーズは、技術・ノウハウのフェーズにお

いて見出した知的資産を創り出す、あるいは維持するための仕組み（システ

ム）や取組みあるいは工夫を要因として抽出するフェーズと認識すれば良い

でしょう。 

 

経営理念・方針 

 では、なぜこうした研修システムの構築が可能になったのでしょうか？こ

のことを明らかにするために、マネジメントフェーズの上位概念にあたる経

営理念・方針のフェーズに遡ることになります。 

 そこで、この研修システムが機能している要因を探ったところ、「自由闊

達な企業風土と失敗を恐れぬチャレンジ精神を育む」「人が育つ環境を造る」

という経営理念において、「会社は公器であり絶対につぶしてはならない。

その価値は社長も従業員も等しく共有すべきである」という考えのもと「株
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式会社にこだわらず、上場企業並の財務体質を確保しかつ利益を企業の将来

と従業員の将来の安定に向けて還元する」という経営方針を貫いていること

が明らかになりました。 

 

前述の「ものづくり白書」の調査でも、熟練技能伝承のため、何らかの取

組を行っている企業は７８．４％に上りますが、うち、「伝承すべき技能の

テキスト化・マニュアル化」については、まだ２５．８％でしかありません。

こうした状況において、俗に「技術は身体で覚えるもんだ」とか「仕事は背

中を見て学べ」とかいう職人の世界に、研修の仕組を持ち込んだことは、ま

さに経営理念や方針を体現していることがわかります。また、研修システム

が機能することにより、精密加工技術の強化と継承、製品として高い機能・

性能を有する金型やプレス機の製造が可能になっていることもわかります。

つまり、経営理念、マネジメント、技術・ノウハウ、製品・サービスの各フ

ェーズで見出された知的資産が論理的に結びつくように分析することが、フ

ェーズ分析を用いて知的資産を抽出するためのポイントとなります。 

 その際、フェーズ単位に抽出した知的資産の関係性を明らかにするととも

に、ストーリーとして論的につながっているかの確認をするためには、フェ

ーズ単位に重要と思われる知的資産の要素を整理することが効果的とされ

ています。そこで、この金型メーカーの知的資産の抽出結果を次ページの図

１０に示します。 
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   ところで、このフェーズ分析ですが、経営者が自ら「なぜ」と問いかけて

も、あるいは役員会議上でのディスカッションや従業員からのヒアリング

を行っても、上手く進まないという話を聞くことがあります。これは、実は

本当に強みとして評価すべき資産は、当たり前の業務の中に埋没してしま

いがちで、強みを強みと思っていないため、なかなか表面に出てこないこと

が多く、いわば「灯台下暗し」ということのようです。従って、抽出を行う

際は、外部のそれも同業種や同業界ではない、むしろ門外漢の人間を交えて

行うことも一案です。つまり、その会社にとって先入観を抱かずに客観的な

視線で会社をみてもらうことで、思わぬ気付きが得られるという効果が期

待されます。 

   また、前述の中森教授は、門外漢がヒアリングを行う際には、経営者に製

品やサービスの自慢話をしてもらうことが、効果的とも著書で述べられて

います。 

  

図１０ 知的資産の眺め方 
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  ステップ３ 

 次に、各フェーズに抽出整理した知的資産の要因個々の関係を見ていきま

しょう。というのも各フェーズ間のつながりは図８で確認できましたが、各

フェーズにおける個々の要因の関連性まではまだ明らかにされていません。

そこで、どの要因がどうつながって業績に結びついているかをパス図という

方法を使って明らかにしていきます。この時、抽出したすべての要因をすべ

て一つの図にまとめてしまうと要因が多い場合、却ってわかりにくくなって

しまうので、業績に対して重要度が高い、影響度が強い要因を絞って図１１

に示されるように整理していくことが大切です。 

 

 

 

 

 

パス図で、重要度や影響度に着目して整理をすると、各要因か事業にとっ

て競争優位の知的資産か否かについても把握することができますが、この時、

経営者に、それぞれの要素が他社にも存在しているものかどうか、無いと困

るものかどうかについてヒアリングをすることで、経営者も改めて自社のコ

アコンピタンスを認識することが可能になります。 

  

図１１ パス図：関連性の表示 
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この金型メーカーの場合は、他社では類を見ない高い熟練技術をもって、

収益性の高い、高付加価値製品を生み出すことを実現しています。しかし、

このメーカーで今現在、重要視しているのは研修システムになります。確か

に、スーパー職人の熟練技術は、他に真似のできない技術ではありますが、

人に依存するだけにその熟練職人がいなくなってしますと技術が失われて

しまう脆弱性を有しています。そこで、職人を雇用し続ける限り、真似ので

きない技術を組織的に増強、維持できるこの研修システムの構築がこのメー

カーの本質的なコアコンピタンスということがわかります。 

 

実際、このメーカーの担当役員の方と直接、お話する機会がありましたが、

「当社は特許を持っているわけではないし、工場見学者等に熟練技術をお見

せすることにも一切抵抗はありません。ただし、研修内容はもちろん、カリ

キュラムは社外秘なんです。」と仰られていました。 

 

 パス図の意義は以下に整理することができます。 

・どの要素（取組み・強み）が何につながっているのかを明らかにする。 

・事業の継続（発展）にむけて、その要素（取組み・強み）を維持・強化す

ればよいのかを理解する。 

・維持・強化する要素（取組み・強み）の目標値を決める。 

・目標に向けての行動計画を定める。 

・計画の進捗情報を把握する。 

・行動計画の改善・充実を図る。 

 

ところで、営利企業である以上、経営者はまず売上や利益率の向上を第一

目標として従業員に示します。しかし、具体的に営業に携わっている社員は

ともかく、他の役割を担っている従業員は具体的に何をすれば目標に貢献で

きるのかがわからないのが実際ではないでしょうか。 

パス図は、業績の向上に向けて、どの要因をどう強化すれば良いかが具体的

にわかることから、各要因に携わっている従業員の目標も明確になり、また、

問題が発生した場合も修正を行うことが容易になります。 

その際、注意いただきたいのは、問題が生じた時の犯人探しをするという
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のではなく、いかに問題による影響を最小限に食い止め、改善を迅速に行う

ためのスキームであることを従業員と共有することを念頭に取り組んでい

ただくことをお勧めします。 

 

 また、パス図は将来に向けた経営戦略を立てる際に、売上や利益率の目標

達成に向けて、どの要因を強化するのか、どの要因を新たに獲得するのかと

いったことも明確化することができます。 

 

 この金型メーカーの場合、さらなる業績向上に向けて、販売台数の増加や

顧客あたりの収益を増加するためにサービス面の強化につき目標を立てた

と仮定します。このメーカーは人材をコアとした企業であることから目標達

成には、人材面の強化が必要であることがわかり、結果、良い人材の確保や

するための仕組みや顧客満足度を向上させるためのスキルアップとこの具

現化に必要な投資について具体的な目標を立てることになります。そこで、

図１２に示されるよう、その目標達成に向け自己資本率を高めるための利益

率の向上や、利益率を顧客満足度の向上により高めるために人材強化を図る

という循環モデルが描けます。 

 

 

  

図１２ パス図：将来像の展望 
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このようにパス図は、各要素間の関係性が直接的、間接的に把握できるの

で、知的資産を活かした経営すなわち知的資産経営による戦略を策定に役立

てることができます。 

 

知的資産の尺度 

 知的資産は、その尺度において、財務諸表に表せる資産と異なります。す

なわち財務諸表に表せる資産は、金額で表すことか可能で、その価値につい

ても、為替相場や市場により相対的な価値としては異なることがありますが、

絶対的な価値に差異はありません。言いかえれば、１００万円は誰が所有し

ていてもその担保価値は１００万円です。これに対して技術やノウハウはそ

れら単独の取引市場があるわけではないので、金額で表すことが難しいです

し、また所有者によっても価値が異なります。今回の金型メーカーにおいて

精密加工技術は模倣されない知的資産として価値あるものですが、この技術

を必要としないサービス事業者にとっては、おそらく無価値の知的資産にな

ってしまいます。言いかえれば、知的資産はそれを利用するあるいは利用す

る予定があって初めて価値を有するものであり、加えて利用者や利用する際

の外部環境の変化によっても価値が異なってしまうという性格を有してい

ます。 

 

 そこで知的資産の尺度は、貨幣価値として見るのではなく事業を行う上で

の重要性を認識するための指標として、価値共有するための評価指標をもっ

てはかることが求められます。 

しかしながら、知的資産は数値によって表しにくい定性的な情報であるこ

とが多いため情報の受け手が変わっても同じ認識を持たせるために、代替指

標をもって表すことが奨めています。例えば、前述の精密加工技術ですと技

術力自体は定性的ですが、加工精度をもってこれを定量的に表すことができ

ます。また個人の技量について言えば、外科医は執刀数、パイロットは飛行

時間をもって熟練度を表わしていますが、これも代替指標といえます。その

他営業能力についても暗黙知による部分が高く、直接的な数値化は難しいで

すが、これも営業成績（顧客開拓数や獲得数等）として代替し定量的な評価

ができます 
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 パス図を事業の流れを考慮し、知的資産の重要性や影響度を認識した経営

戦略を立てるのに利用することを前述しましたが、その際、業績達成に向け

た個々の要素についても定量的な指標を用いることが有効とされています。 

 

 ところで、アテネ、北京の両オリンピックにおいて競泳の１００ｍ、２０

０ｍ平泳ぎ種目で金メダルを獲った北島康介選手を指導した平井伯昌（全日

本ヘッドコーチ・東洋大学水泳部監督）は、同選手の他、寺川綾選手、萩野

公介選手など年齢や性別、性格、種目、実力も異なる選手を指導し、メダリ

ストを育てています。競泳選手の評価は、他人より早く泳ぐことであり、定

量的なタイムで評価されます。しかし、当事者である選手は泳いでいる最中

は自身を客観的には見ることはできないし、また１００ｍ、２００ｍの短距

離のように１分～２分を競うタイムで勝負が決まるような世界では都度の

修正も困難です。そこで、同コーチは、ゴールのタイムの達成を最終目標と

して、これはＫＧＩ（key goal indicator：重要目標達成指標）と呼ばれてい

ますが、飛び込んでからゴールに至るまでの過程を細分化し、泳ぎの姿勢や

ストローク数をチェック、タイムにどのように影響するかを関連付けること

で、個々の選手にとっての理想のフォームを描きこれをベースにトレーニン

グを実践しています。この目標や戦略を実現に伴うプロセスのモニタリング

を助ける指標はＫＰＩ（key performance indicator：重要業績評価指標）と

呼ばれています。参考までに、ＫＰＩは「中小企業のための知的資産経営マ

ニュアル」（独立行政法人中小企業基盤整備機構）でも、その利用を奨めて

られていますので、本書でも前述の代替指標をＫＰＩとします。またＫＰＩ・

ＫＧＩに関する代表的な指標を一覧で次ページの図１３に示します。 
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では、先ほどの金型メーカーを参考に、Ｘ製品とＹ製品の２種の製品をも

つ架空の会社を例にＫＰＩを指標とし、知的資産の関係性と経営戦略の策定

について説明していきましょう。 

  

まず、フェーズ分析を用いて、この企業から抽出した知的資産にＫＰＩを

加えて整理した一覧を図１４に示します。 

 

 

 

図１３ ＫＰＩ・ＫＧＩの指標例 

図 14 知的資産の関連性の把握 
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フェーズ分析の結果、この企業はニつの製品を有しており、売上高の高い

製品Ｘは高い耐久性能をもち、業界において高いシェアを誇っています。ま

た、製品Ｘと比べ売上高では４分の１ですが、２倍の利益率を誇る製品Ｙは

性能こそ業界平均レベルですが、シェアは２０％を有しています。 

 

製品Ｘが高いシェアを有しているのは、高い耐久性能に対する評価による

ものですが、その耐久性能は１０μｍの精度を実現する高い加工技術による

ものであり、この高い加工技術は週１回の頻度で１００課程に上る研修によ

って培われていることがわかります。 

 

一方、製品Ｙは、業界平均レベルの普及製品であるにもかかわらず２０％

のシェアを確保できる理由は、短期間で製品を納入できることにあることが

わかりました。この製品は、設計は自社で行い、製造は外部の協力会社に委

託しています。その意味で、短期間で製造を可能にする協力会社の充実と維

持が重要なことから、この会社では協力会社を組織化し、社内と同等のコミ

ュニケーションを図ることに務めています。加えて外部に製造を委託する上

で、短期間でかつ高い品質の仕様書をつくる設計力があることもわかりまし

たが、これを可能にしたのは社員による業務改善提案によるものでした。 

    

また、高品質製品や短納期で納入できる製品を提供できるノウハウとこれ

を実現する仕組みを結びつけている背景には、「最高水準の技術で顧客にニ

ーズに応える」ことや「共存共栄」といった経営理念が存在しています。 

 

その意味で、この会社もまた経営理念から製品提供に至る事業の流れに一

貫したストーリー性があることがわかります。 

 

 この会社の経営戦略を策定する上で、それぞれの製品に着目し、前述の分

析にもとづく知的資産の関連性を図１５、図１６に示すようパス図とＫＰＩ

を使って表したのが次ページの図になります。  
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   パス図によって、それぞれの製品のコアとなる強みが見えてくると同時

に、ＫＰＩを記載することによって、重要度や影響度に対する指標が明確に

なります。 

   

ところで、それぞれの製品に対して、事業戦略を考察する場合、忘れては

いけない要因があります。それは、外部環境です。外部環境は、前述のＳＷ

ＯＴ分析で概要を触れましたが、社外をとりまく環境において、追い風とな

る要因と障害となる要因でした。この会社の場合の顧客は、製造メーカーに

対して部品を供給する部品メーカーや加工業者が顧客になりますので、顧客

のニーズはもちろんのこと、関連業界をとりまく国内外の景気や精密加工技

図 15 図 16 パス図：ＫＰＩで示す知的資産の関連性 
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術のトレンドや加工素材の動向、あるいは国内外の同業他社の動きなどから

要因を探り、自社の知的資産に対する影響力をはかる必要があります。 

この会社の場合、製品の耐久性能であったり短期間で納入できることを強

みとして認識していますが、景気後退でこの性能レベルを必要とする部品を

製造するニーズが減少したり、あるいは競合他社の技術レベルが向上して技

術力に大きな差異が無くなっていると知的資産の競争優位性が失われるこ

とになります。逆に高機能で低廉な設計ツールの市場リリースのような要因

は、この会社の設計力をさらに高めるかもしれません。そう言った意味で、

外部要因も照らしあわせた上で自社の知的資産の重要度や影響力をはかる

ことが大切です。 

 

さて、この会社の知的資産を活用した経営戦略ですが、製品Ｘが売上の多

くを占める以上、この製品の高いシェアをどう維持していくかをまず考える

必要があります。高いシェアは、製品の耐久性能とこれを支える精密加工技

術にありますが、シェアを確保し続けるには、競合他社と比較して製品性能

ないし技術力の差が縮まらないようにする一方で、現在の性能に満足しない

顧客のニーズもとらえられるように製品性能の向上をはかることが当面の

戦略として考えられます。 

 

つまりＸ製品のシェア維持には、耐久性能をさらに高めることが必要です。

ここでは、耐久性能を現在の倍の４００万回にするという目標を設定します。 

 耐久性能は、加工技術の精度に依存していますので、精度をやはり現在の

倍の５μｍにあげることで、目標性能の達成を見込みます。そして、精度を

実現する技術力は研修で培われていますので、この実施方法や内容について

も見直し強化を図り、結果、この会社では、研修の実施頻度を従来の倍の週

２回にし内容も見直しをはかり、従来より２割の課程を増やすことにしまし

た。 

 

このように業務の流れを知的資産にもとづく要因分析を行うことで、事業

目標の達成に向け、従業員が具体的に何をすべきかが影響する知的資産を改

善・強化とこれに対する目標値の設定をすることで具現化することができま
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す。この会社の場合、図１７に示されるように、業績目標として売上高の１

０％増大を掲げていますが、単にこれしか示されなかったら営業を担当する

従業員以外の従業員には具体的な活動目標が見えません。その意味で知的資

産経営は、事業目標達成に向けて、従業員個々の活動計画も明確になり、か

つ当該活動の貢献度も共有できるので、全従業員のモチベーションを高める

という副次的な効果も期待できます。 

 

 

 

 

 

 

次に製品Ｙの業績向上についてはどのような戦略になるでしょうか？前

述のように、製品Ｙは売上高こそまだ低いものの、高い利益率を上げている

製品です。この製品は性能こそ業界平均レベルですが、短納期を実現するこ

とで高利益を維持していることがわかっています。また、製品シェアはまだ

２０％程度ですが、裏を返せば、まだ伸び率があるといえます。そこで、強

みと認識して納期をさらに短縮することで、シェア向上を見込むという戦略

に基づき計画を立てることにしました。 

 

短納期が実現できている知的資産としての要素は二つあります。一つは外

図 17 KPI で示す経営戦略と目標値（製品 X）  
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部の協力会社が製造能力、もう一つは委託の際に必要な仕様書の設計力で、

いずれも短期間でこれを実現しています。この期間での実現に際して、外部

の協力会社については委託業務に対する充実度や連携関係がその要因であ

り、設計力については社員によるカイゼン提案を活かしていることが要因で

あることがわかっています。 

 

そこで、図１８に示されるように、納期の短縮目標を設定、協力会社によ

る製造期間を３日短縮して７日間、仕様設計期間を２日から１日にすること

にしました。製造期間については、協力会社の技術力や連携体制に依存しま

すので、この要因については、協力企業への委託業種と企業数をそれぞれ１

０業種、１５社に増強、製造技術に関する会議も増やしています、一方、設

計力を支えるカイゼン提案についてもその回数を増やす目標を立てていま

す。 

 

 

 

 

ところで、もちろんこの製品Ｙについても性能を向上させるという戦略は選

択肢として考えられるでしょうか？これは前述のパス図をみることで明ら

図 18 KPI で示す経営戦略と目標値（製品 Y）  
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かにできます。確かに製品Ｙも性能を知的資産の要因として抽出しています

が、これを実現するための要因が抽出されていません。 

つまり、この要因に関しては、最低レベルの市場価値を満足する性能レベ

ルの目標値を設定するにとどめ、ここには優位性をおいていないからです。

製品Ｙが平均レベルの性能にもかかわらず一定のシェアを確保できている

のは、もちろん短納期によるものであることはすでに明らかですが、ここか

らは仮定ですが、高性能を誇る製品Ｘを提供しているというブランド力や品

質に対する信頼度が影響しているかもしれません。もしそう言った知的資産

があれば、中森教授の著書では触れていませんが、ブランド力や信頼度につ

いてＫＰＩを設定し、製品Ｘの市場投入に伴う製品Ｙの売上高やシェアの推

移をみていくことで、ブランド力や信頼度という知的資産を活用した新たな

マーケティング戦略を立てることもできます。こうした意味において、知的

資産の活用は、新たな戦略を策定する上での仮説検証にも有効といえるでし

ょう。 

 

ステップ４ 

 ステップ４ではステップ３までにおいて事業内容を分析、把握整理した知

的資産を活用した経営戦略や事業計画を具体的に実践することになります。

前述した仮説の検証もこのステップに含まれます。事業全体の目標はもちろ

んのこと、事業活動の要因となる個々の知的資産についてもＫＰＩとして目

標値を設定していますので、事業の実践過程においてそれぞれのＫＰＩの数

値の推移を見ていくことで、活動状況の共有と必要に応じた活動内容の修正

を図りながら事業目標に達成に近づけていくことを行います。このＰＤＣＡ

サイクルを繰り返し継続することが知的資産経営の実践となります。 

 

 また、このステップでは、この知的資産経営にもとづいた戦略と計画およ

び事業活動結果を報告書にまとめることで、企業の潜在力の可視化を通して

企業の価値を従業員と共有するステップでもあります。 

 

 報告書の作成については、次に述べていきます。 



40 

 

４．知的資産経営報告書の作成 

知的資産経営報告書は、企業が有する技術、ノウハウ、人材など重要な知

的資産の認識・評価を行い、それらをどのように活用して企業の価値創造に

つなげていくかを示す事業活動報告書と定義されています。 

    

   まず、知的資産報告書のフォームについては、特に定められた型式はあり

ませんが、読み手が内容を評価するにあたり、一定の共通認識として網羅す

ることが望ましい項目のサンプルが独立行政法人中小企業基盤整備機構か

ら「中小企業のための知的資産経営マニュアル」、あるいは京都府の「知恵

の経営報告書－作成ガイドブック－」等に示されています。 

   参考までに、「中小企業のための知的資産経営マニュアル」に掲載されて

いる知的資産経営報告書の構成例（図１９）と次ページの項目内容（図２０）

について図示します。 

 

 

 

図 19 知的資産経営報告書の構成例  
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ただし、前述の「中小企業のための知的資産経営マニュアル」で紹介され

ている知的資産経営報告書そのもののボリュームが大きいことから、作成に

手間がかかるという声や、抽出した知的資産を報告書へ反映する仕方がわか

らないという声も多かったことから、これを簡素にまとめた「事業価値を高

める経営レポート（知的資産経営報告書）作成マニュアル改訂版」が独立行

政法人中小企業基盤整備機構から紹介されています。 

 

なお、本書では、前述のステップ０で、把握した事業内容からステップ２

で、知的資産の抽出を行いフェーズにカテゴライズしたフレームワークから

価値創造のストーリーを意識した知的資産の一覧を作成、フェーズ単位の知

的資産の内容について分析を行い、ステップ３で、知的資産を活用した経営

戦略や事業計画を策定について説明してきましたので、これらのステップを

通じて紹介してきた図表の内容を、報告書という形に仕上げていくというア

プローチについて述べていきます。 

図 20 知的資産経営報告書の項目内容 
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まず、図１４の示されるようなフェーズの一覧表をベースにそれぞれのカ

テゴリーで抽出された知的資産を項目とし、この内容を簡潔にわかりやすい

表現で説明します。その際、目標値として用いたＫＰＩも記載し、当該の知

的資産を定量的に紹介しておくこともしておきます。これを製品・サービス、

技術・ノウハウ、マネジメント、経営理念・方針の４つのフェーズについて

それぞれの個別シート（図２１）を準備しておきます。 

 

 

 

 

 

知的資産経営報告書を作成するにあたっての記載内容について、目次を示

しますが、概ね以下の内容が網羅されていれば良いかと思います。 

 

目次例 

１ はじめに 

２ 経営理念・方針 

図 21 個別シート記載例 
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３ 事業、製品／サービスの説明 

４ 技術・ノウハウの説明 

５ マネジメントの説明 

６ 経営戦略・事業計画の説明 

７ 会社概要 

８ あとがき／知的資産報告書とは 

 

目次１の「はじめに」では、報告書の作成目的や作成にあたっての背景

や経緯を含む経営者の想いを記載します。 

 

目次２「経営理念・方針」、目次３の「事業、製品／サービスの説明」、

目次４の「技術・ノウハウの説明」か、目次５「マネジメント」について

は前述した各フェーズについてまとめた個別シートの内容を記載してい

きますが、その際、個別シートの内容をよりわかりやすいものにするため

に、図や表あるいは写真等を添付することも効果的です。例えば、サービ

スの品質は言葉だけではなかなか伝えにくいものですが、サービスを実施

している場所、サービスに使う機材や道具、具体的にサービスを実施して

いるシーンなどの写真を添付することで読み手の理解を深めることが期

待できます。また、加工技術についても製品の仕上がりについて精度の粗

いものとの比較写真をつけることで、数値よりわかりやすく示すことがで

きたという例もあります。 

 

なお、目次２から目次５については、事業の内容や、各フェーズ含まれ

る知的資産の重要度によっては、目次の順序を入れ替えることも可能です。

また、知的資産経営報告書において開示すべき情報は開示対象や作成目的

によって異なりますので、強調すべき点を絞ったり、対象や目的からみて

関係性のうすい内容については、あえて省くという選択もあります。 

次のページの図２２に主な開示対象と開示目的の関連性を示します。 
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前述の「事業価値を高める経営レポート（知的資産経営報告書）作成マ

ニュアル改訂版」では、「ベンチャー」、「リレーションシップバンキング」、

「事業承継」、「知的財産」、「マーケティング」、「人材強化」というテーマ

を掲げ、これら目的に合わせたレポートごとに作成事例が掲載されていま

すので、参考になると思います。 

 

   目次６の「経営戦略・事業計画の説明」については、図１７、図１８で

示した内容を参考に、知的資産を改善、強化する理由を記載します。これ

が経営戦略になります。そして、知的資産ごとに取組む優先順位と時期、

目標値として設定したＫＰＩについての達成手段や時期を記載していき

ます。 

また、前述しましたが、ここでも、外的要因の影響についても触れてお

きましょう。次ページの外部要因の記載（図２３）と外部要因を踏まえた

今後の事業計画の記載（図２４）については、前述の「事業価値を高める

経営レポート（知的資産経営報告書）作成マニュアル改訂版」にフォーム

が掲載されていますので、ここで紹介しておきます。 

  

図２２ 知的資産経営報告書の開示対象と開示目的の関連性について 
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図 23 外部要因の記載 

図 2４ 今後の事業計画 
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目次７の「会社概要」は、従来の会社紹介や会社の Web ページの会社

概要の内容を記載することで十分でしょう。また、目次８の「あとがき／

知的資産報告書とは」については、前述の「中小企業のための知的資産経

営マニュアル」に文例がありますので、それをそのまま利用することで良

いでしょう。 

 

なお、金融機関や財務資料の裏付け資料として知的資産を利用する場合、

他社との比較も踏まえて、前述した「人的資産」、「構造資産」、「関係資産」

で区分する方法が用いることがありますので、再区分した分類表を載せて

おくことが推奨されています。 

 

本書では、知的資産を事業の流れでみるフェーズ分析を使用して説明 

していますのでフェーズ分析による知的資産を考慮した再区分表（図２５）

を以下に図示しておきます。 

 

 

 

 

 

 

知的資産経営報告書の作成に際してまず、行政書士が取組むのは、知的資

産経営の支援者であって知的資産経営報告書の作成のための支援者ではな

いということに留意してください。というのも、今までの説明でもわかるよ

うに知的資産報告書は、知的資産経営を実践、すなわち知的資産をどのよう

に活用して企業の価値創造につなげていくかを示すためのコミュニケーシ

図 2５ 知的資産の再区分 

再区 
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ョンツールとしての成果物でしかなく、知的資産経営の目的ではないからで

す。 

 

言いかえれば、知的資産経営報告書は、経営者が知的資産経営の具体的な

実践方法を理解できるだけでなく、この実践に伴い創造される会社の価値を

従業員と共有したり、外部の利害関係者に伝えられる内容であることが必要

です。 

 

その意味で、知的資産経営報告書は、まさに経営者、従業員が自社の企業

資産とその価値を共有する上での羅針盤の役割をなすものです。 

従って、作成の主体はあくまでも経営者であり、専門家の知識やノウハウ

だけで作成するような性格の書類ではないことをしっかりと認識してくだ

さい。 

 

知的資産経営報告書を作成する際には、行政書士は経営者の考えを、経営

者本人、従業員あるいは外部の利害関者にいかに明確に伝えることができる

かという点に着目するとともに、客観的な裏付け指標の選定と併せて検証を

行う視点で取組むことが大切です。 

 

なお、前述の「中小企業のための知的資産経営マニュアル」では、作成し

た知的資産報告書の検証ポイントについて例示していますので、参考までに

紹介しておきます。 

 

  検証ポイント 

■首尾一貫性（全体的な内容にズレが無いかどうかの視点） 

 経営哲学、価値創造のストーリー、過去および今後の経営方針・経営

戦略が全体を通して首尾一貫しているか。 

 

■整合性（各情報間で整合が取れているか、因果関係が読み取れるかどうか

の視点） 

 市場環境とそれにより認識された強み・弱みが整合しているか。 

 これまでの事業展開とそれにより生み出された知的資産とが整合し

ているか。 

 認識された知的資産と裏づけとなる指標とが整合しているか。 
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 これからの事業展開（経営計画）は認識された知的資産と整合したも

のか。 

 他の開示情報と矛盾は無いか。 

 

■網羅性（伝えたい内容・伝えるべき内容が網羅的に記述できているかの視

点） 

 会社を取り巻く市場環境を網羅的に抽出しているか。 

 これまでの事業展開を網羅的に記述しているか。 

 これまでの事業展開から生み出された知的資産を網羅的に記述して

いるか。 

 知的資産の指標を網羅的に検討しているか。 

 

■信頼性（分析及び報告内容が事実に基づくものであるかどうかの視点） 

 認識された市場環境（外部環境）が実際の市場環境を反映したもので

あるか。 

 これまでの事業展開は事実に即したものか。 

 事業実績、事業計画上の数値は、実際の財務数値や事業計画上の数値

に基づくものか。 

 知的資産の指標は客観的な会社の財務・非財務の数値等に基づいたも

のか。  
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５．知的資産経営と行政書士業務 

   さて、行政書士はこの知的資産業務にどう取り組めば良いでしょうか？ 

前述したように、行政書士は、日頃より中小企業に対し、許認可業務等を通

して経営者に接する機会にも恵まれた環境にあります。この機会を単に依

頼を受けて書類の作成や申請を行う従来の形態から一歩踏み込んで、中小

企業における問題点や課題の発見に目を向け、経営者と会話を行うことを

心がけることが望ましいと思われますが、その際、経営者の役割と課題につ

き理解しておく必要があります。 

 

①経営者の役割と課題 

    中小企業の経営者は、小規模な企業ほど、経営全般に携わらなくてはい

けないと同時に、意思決定の迅速性が求められます。日本行政書士会連合

会の第三業務部でも、中小企業支援に関して、経済産業省・経済産業局・

中小企業庁・独立行政法人中小企業基盤整備機構等の主管行政庁・独立行

政法人、商工会議所・商工連合会・中小企業団体中央会等の団体、金融団

体・機関、学識者など産官学にわたり数多くの有識者との間で恒常的に意

見交換を重ねてきましたが、こうした活動結果を通して浮かび上がって

きた中小企業の経営者に求められる役割と課題、そして支援を求められ

ているポイントを整理してみます。 

 

②経営理念の確立と積極的な開示 

経営理念は、経営者の事業に対する考え方の骨子にあたり、企業の役割

や目的を明確にする役割を為すものです。しかしながら、目先のことに考

えがとらわれ、理念を持たない中小企業経営者は少なくありません。理念

のない、あるいはあっても徹底化されていない企業は、羅針盤無くして大

海を航行する船のようなものであり、一度アクシデントに見舞われると、

途端に事業運営に行き詰まってしまうリスクを含んでいます。一方、経済

の先行きが不透明な時期だからこそ、理念から示される企業の存在価値を

内外にアピールすることは重要な活動といえます。理念の構築そして従業

員との共有、周辺住民を含む地域社会の理解、そして事業を通しての顧客

満足の向上、すなわち理念の確立をどう実現するかの具体策が求められて
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います。 

 

③事業活動の過程を明示化する管理指標の策定 

日常の業務に追われているせいか、計画の策定がおろそかになっている

中小企業もまた少なくありません。労せずとも受注できた好景気な時代な

らいざ知らず、将来を見通すのが難しい今日だからこそ、計画の策定と達

成に向けた方策の検討そして実績のチェックこそ経営者の役割として重

要になります。事業を継続すべきか、あるいは見直しが必要か、企業にと

って重大な決断は経営者に委ねられます。それだけに経営者には迅速、的

確な判断と決断が求められますが、それには必要な情報がタイムリーに把

握できることが必要になります。そこで計画の進捗を把握するための管理

指標の設定やその「見える化」が求められています。 

 

④顧客を創出する企業競争力の的確な把握 

顧客の創出には営業力の強化が重要になりますが、営業力の源泉は、「開

発力」、「生産力」、「保守力」、「販売力」等様々な要素が存在します。総合

力で大企業に劣る中小企業が顧客ニーズを獲得するためには、源泉たる多

様な要素から他社との差別化が可能な「強み」を見出し「選択と集中」に

基づいた事業を実践することにより自らの力で新たな顧客を創造してい

かなければなりません。そのために、従来から行われている財務諸表にも

とづく事業評価とは別の視点から企業競争力の源泉に着目した企業の目

利きとこれを活かした経営に向けての具体的な仕組み作りが求められて

います。 

 

⑤経営者自らが把握できる財務管理体制の構築 

経営者が、自ら営業活動あるいは現場活動に専念せざるを得ない小規模

企業などでは経理面の処理を配偶者や同族役員あるいは会計事務所に任

せきりというケースは多々見受けられることです。しかしながら、中小企

業の倒産原因の多くが資金繰りの破綻に端を発する実状を踏まえると入

出金管理あるいはこれに伴う資金繰り計画の策定は財務管理の基本とし

て経営者自らが行うことが重要です。そこで、経理ルールの確立や各現場
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担当者との緊密な情報交換等、手薄な事務体制を補う工夫についての具体

策が求められています。 

 

⑥明日の会社を担う人材育成 

    求められる役割は大きいにもかかわらず、これを認識し得ない経営者が 

いる一方で、すべて自分が中心でなければならないというワンマン経営者

もよく見かけますが、いずれも組織体としての脆弱性は否めないといえま

す。というのも規模の大小にかかわらず企業には、製品・サービスの提供

をとおして「ゴーイングコンサーン」といわれるように永続的な社会貢献

を担う役割が求められている今日において、経営者個人あるいは一部の経

営者層だけに依存する企業は経営者自身に問題が遭遇した途端、機能の停

止を余儀なくされるリスクをはらんでいるといえます。それだけに体質の

改善が急務となります。その意味で、前述した経営理念に示される企業の

存在価値のアピールは有能な人材の発掘につながり、また可視化された経

営状況を従業員と共有した上での幅広い人材登用と適切な権限移譲は、自

立した人材の養成を推進し後継者の選定においても強固な事業体として

の一体性を持続する点において不可欠なことです。個々の教育カリキュラ

ムの開発の重要性に加えて、規模の小さい企業においては業務を通じて

個々の人材の資質向上に資する体制の構築と機能向上の対する具体策が

求められています。 

    

    では、こうした課題を踏まえて行政書士は経営者に対してどういうアプ 

ローチを行うのが望ましいでしょうか？  

 

行政書士は、決して経営学やマーケティングの専門家ではないという認 

識から、こうした対応は難しいと捉えている行政書士も少なくありません。 

   もちろん、こうした知識やスキルを身につけることも大切ですが、実は、

経営者こそ実践している業務については、経営やマーケティングの専門家

ということもできるのです。 

一般的には、問題解決に向けた、経営者から要求への対応は、次ページの

図２６のように、要求内容を整理して問題点や課題の本質を発見し解決策を
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提案、経営者と合意を得るというプロセスを繰り返し行うことによって解決

に進んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

  よって、前述した内容を念頭に入れ、まずは、経営者との対話から始めるの

が良いでしょう。その際、注意すべきは、経営と対峙するのでなく同じ方向

を向くという姿勢です。一般的に専門家やコンサルタントは結果として知

識の裏付けによる持論や自説を展開しがちですが、まずは、経営者に語って

もらうことが大切です。 

 

医療の分野でも、８０％の診断において重要な役割を果たすのは「問診」

であり問診力を磨くことで、 臨床経験が浅い医師でもベテラン医師のよう

に迅速かつ適切に診断を可能にするとも言われています。 

 

その意味でも、むしろ対話のきっかけとなる質問力、経営者の言葉から経

営者の理解や認識を促進する言葉に置き換える力、気付いた課題から解決に

向けた仮説の提案力、解決案を実施する上での経営者に対する説明力や同意

図 2６ 要求対応の本質 
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をえるための合意形成力といったスキルを磨くことが大切になりますが、こ

れらは知的資産経営に対する支援にとどまらず業務全体に当てはまるもの

と思われます。 

  

   ところで、従来から行政書士が扱っている業務にも、知的資産経営と密接

に関連した業務があります。経営革新計画の承認、異分野連携新事業分野開

拓計画の認定、経営基盤強化計画の承認といった申請書類の作成や申請の

代理は前述のとおりですが、経済産業省や中小企業庁の予算に基づく補助

金・助成金の申請もその一つです。 

 

   ここ数年、継続して公募されている、「ものづくり・商業・サービス新展

開支援補助金」や「小規模事業者持続化補助金」について、応募する中小企

業を支援した、あるいはこれから支援に取り組もうと考えている行政書士

も少なくないと思います。 

補助金の申請を検討する際、当該の中小企業が対象企業と対象補助事業が

要件を満たしており、対象補助事業に対する経費に齟齬のないことを確認す

ることはもちろんですが、対象補助事業の事業計画書の内容は、採択審査要

件に対する十分な考慮が必要になります。 

 

一例として、最も新しい平成２７年度補正予算「ものづくり・商業・サー

ビス新展開支援補助金」に関する審査要件の抜粋と「小規模事業者持続化補

助金」に関する評価項目の抜粋を以下に示します。 

 

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 

【技術面】 

（１）新製品・新技術・新サービス（既存技術の転用や隠れた価値の発掘（設

計・デザイン、アイデアの活用等を含む））の革新的な開発となって

いるか。 

  （２）サービス・試作品等の開発における課題が明確になっているとともに

補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。 

（３）課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。 
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（４）補助事業実施のための体制及び技術的能力が備わっているか。 

  【事業化面】 

  （１）事業実施のための体制（人材、事務処理能力等）や最近の財務状況等

から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。 

  （２）事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の

事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。 

  （３）補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事

業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。 

（４）補助事業として費用対効果（補助金の投入額に対して想定される売上・

収益の規模、その実現性等）が高いか 

 

小規模事業者持続化補助金 

【基礎審査】 

（１）小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取

組であること 

  【加点審査】 

（１）自社の経営状況分析の妥当性 

◇自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか。 

  （２）経営方針・目標と今後のプランの適切性 

   ◇経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。 

   ◇経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場（商圏）の特性を踏

まえているか。 

  （３）補助事業計画の有効性 

   ◇補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高

いものとなっているか。 

   ◇地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後

の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。 

   ◇補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。 

（４）積算の透明・適切性 

◇事業の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっている   
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これら審査要件や評価項目の中で、「革新的な開発」、「優位性」「体制及

び技術的能力」、「事業実施のための体制（人材、事務処理能力等）」、「市場

ニーズを考慮」、「ユーザー、マーケット及び市場規模」、「価格的・性能的

に優位性」、「技術やノウハウ等を基にした取組」、「自社の製品・サービス

や自社の強み」、「市場（商圏）の特性」、「創意工夫の特徴」などは、財務

諸表では表すことはできない知的資産の質が要件として問われていると

いっても過言ではありません。言いかえれば、補助事業は計画を策定する

にあたり、まさに、競争優位の知的資産を見出し、知的資産の優位性とタ

ーゲットとなる市場や顧客に対して共感を得られるべく、理念や経営方針

から一貫したストーリー性を持った事業であり、この実現に向けた資金面

の裏付けが求められていることがわかります。 

 

つまり、補助事業の採択を具現化するための計画業務は、知的資産を活

用した経営戦略の策定そのものを実践する上で最適な対象業務の一つと

いえるでしょう。 
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６．おわりに 

経済環境の変化により革新を求められているのは中小企業だけではありま

せん。わたしたち行政書士は、従来から依頼者の要求に従ってその業務に携わ

ってきましたが、他方、その業務は、依頼者が認識している行政書士の枠組み

にとどまっていたにすぎなかったかもしれません。 

 

行政書士の作成できる書類の種類は他の士業、専門家の追従を許さない幅の

広さがあります。このような「強み」があるにもかかわらず、わたしたち行政

書士自身が、自らで勝手に業務の限界を作ってきたということはないでしょう

か？ 

 

利益の追求を目的とする企業は、その目的に向かって経営資源を活用し、必

要な手段として権利の取得や行使を行いますが、これも事業活動であるといえ

ます。その意味から、依頼者たる企業にいかなる経営資源があるのか、これを

どう活用するかを認識し得なければ、書類という表現方法を用いた事業活動の

具現化はできません。 

 

「知的資産」に着目して企業の経営資源や経営構造を明らかにすることは、

つまり知的資産経営に携わることは、実は、行政書士が書類を作成する上で

の重要な情報や素材を体系的に獲得できる機会の創出ともいえます。これが

意味するところは、書類を作成するという目的のために、依頼者に対して作

成に必要な情報・素材の入手を都度、行っていた従来の業務形態から、経営

資源として明らかになった情報や素材を有効に活用する手段として必要な

書類の作成を提案するという業務の取組みに対するパラダイムシフトです。 

 

加えて、「知的資産経営」の実践について経営者の良き相談者となること

は、中小企業事業者に対して行政書士の業務の多様性が再認識されるととも

に、行政書士が支援者として重要な役割をなすことについて、経営者からの

理解が得られることにも繋がります。 

 

知的資産経営を通して行う中小企業の支援は、行政書士にとっても従来 
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からの業務に「強み」を見出すとともに、この活用に対して能動的な取組み

を行うことで行政書士自体の新たな価値を創造するためのイノベーション

になり得る業務といえるでしょう。 
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