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●はじめに

　本日は、皆さんの知的財産権（知財）に対する考
え方や見方を180度転換していただきたいと思いま
す。私は20年にわたり大手企業で知財関係に携り、
大学では知財の研究をしてきました。これらの知見
や経験をベースにして、理解を分かり易くするため
にやや尖った言い回しをしますが、その辺りはご勘
弁ください。

●基本認識

　知財は最重要の基本的財産権です。この意味は、
基本的人権と同じくらい重要だということです。ア
メリカ合衆国憲法第1条8節には「知財を守る」と
いう条項があります。アメリカ人は知財が侵害され
ると、自分の家に侵害者が入ってきたと感じるわけ
です。だからすぐに裁判になります。日本国憲法に
はそれがない。憲法改正の時にはぜひ「知財を守る」
ことを明記してほしいと思います。尖閣列島のよう
に、目に見える領土が侵害されると非常に敏感にな
ります。知財は、見えざる財産、見えない資産とも
言われますが、こうしたものに対して、今後は敏感
にならなければなりません。知財は強力な武器や防
護壁になります。例えば私が一人で会社をやってい
たとしても、数万人規模の会社と知財で戦争するこ
ともできます。つまり資本や規模には全く関係なく
対等に戦うことができます。

　大きな会社は、たくさんの特許を持っていて、出
願件数や登録件数の多い少ないで、知財経営をやっ
ていると述べています。私から言わせれば、これは
まったく間違った考え方です。知財とは儲けの手段
なのです。従ってその活動の成果は、利益への貢献
ということで明確にしなければなりません。例えば、
特許をたくさん持っている会社と、ほとんど知財を
持っていない会社があった場合に、持っていない会
社の価格競争に巻き込まれるという事実は、何のた
めの特許ですか、特許の目的・役割を果たしていま
せん。単に出願費用をかけただけのことで全く意味
がない目的外支出であって無駄そのものです。知財
活動の正しい評価指標は、利益への貢献や企業価値
（株価）への貢献で計測するものでなければなりま
せん。
　F.A. ハイエクという人はノーベル経済学賞を受
賞していますが、自由主義者です。この人は『隷属
への道』という著書で「自らの財産権を投げ出した
ものは隷属への道を歩む」と述べています。このこ
とに注目してほしいと思います。自分の基本的人権
と同じくらい重要な財産権としての知財を、人任せ
にしたり丸投げにすることは即刻止めるべきです。
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●オープン・イノベーションの時代

　現代は、オープン・イノベーションの時代だとい
われます。日本では、1990 年代初頭のバブル崩壊
以降これまでを沈滞の20年と呼びGDPが停滞し下
降しています。10年前の中国のGDPは日本の3分
の1だったが、今はその中国に抜かれてしまいまし
た。沈滞の20年間に世界の競争環境は劇的に変わ
ったわけです。昔は、垂直統合モデルと言われ、親
会社、子会社、下請け会社というピラミッド組織が
あり、全部自前でやる形でした。このやり方では無
駄が多く、タイムリーな事業展開ができないという
ことで、現在ではネットワークモデルへと転換され
ています。このモデルでは、固有の強みを持った会
社でないとネットワークに入れません。ネットワー
クを組むことによって、強みを活かし弱みを補完し
ながら生き延びること、つまりオープン・イノベー
ションができる時代になったのです。保護なきイノ
ベーションは慈善事業に過ぎない。何の保護なのか、
それは言うまでもなく知財の保護です。政府は盛ん
にイノベーション投資といいますが、その投資は回
収されていますか。ソニーが二十数年かけてリチウ
ムイオン電池を開発し、2000年に商品化しました。
しかし、あっという間に韓国メーカーに席巻されま
した。これは、リチウムイオン電池だけの問題では
なく、薄型テレビ、液晶、太陽光パネル、半導体か

ら新幹線もそうです。日本はあたかも中国や韓国な
どの開発試作工場になっているのです。市場が開く
頃には中国等は美味しい所をがっぽり持っていく。
彼らは研究開発に投資することなく日本でリストラ
等にあった人を呼び込んで貴重な技術情報を得てい
るわけです。

●企業価値に占める無形資産比率の上昇

　企業価値というのは、端的に言えば株価です。こ
れは有形資産と無形資産から構成されています。有
形資産は、お金や設備など、見えるものです。無形
資産とは見えざる資産です。無形資産は、社員の経
験・ノウハウ、教育水準などの人的資産と、知財や
マネジメントなどの組織資産と、顧客のロイヤリテ
ィや事業パートナーなどの外部資産によって構成さ
れています。この無形資産の中の人的資産と組織資
産のことを私はインテリジェンス（知力）と呼んで
います。アメリカの研究によると、無形資産の企業
価値に占める割合がここ30年間のうちにがらりと
変わり、8割くらいになったとのことです。従って
現代の経営では、株価（企業価値）を上げるには無
形資産価値を上げることが要請されるようになり、
特にインテリジェンスが重要になります。
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●産業空洞化への中小企業の対応

　産業空洞化が問題になっています。同じものをつ
くる場合、中国やインドネシアなどのアジア新興国
と比較すると今の日本は人件費、電気代、税金など
どれをとっても格段に高い。資本主義の原理からい
くと安い方に流れていくわけです。これが産業空洞
化です。大企業は外国に出て行けますが、中小企業
はなかなか行けません。だんだん仕事が無くなって
いき、最後は消滅することになります。コスト競争
にならないわけです。ところが中小企業の中でも固
有技術を持っている企業は、知財経営力を発揮すれ
ば十分にやって行けます。産業空洞化に対して補助
金を出すだけではその本質を解決できません。根本
を変えなければならない。何を変えるのかといえば、
知財経営力なのです。知財に対する正しい見方、考
え方を変える。日本の製造業の99.7％を占める中小
企業の経営者は、知財経営の基本知識を持つべきで
す。

●知財立国に向けての国家的取り組み

　アメリカでは1980年代、ジャパン・アズ・ナン
バーワンといわれた時代に産業が空洞化していたわ
けです。当時のレーガン大統領はプロパテント政策
を実施しました。これはヤングレポートといって、

　

知財を中心にして競争力を高める戦略です。それか
ら十数年後の小泉総理大臣の時に、日本もこれでは
いかんということになった。コスト競争はジリ貧に
なるだけで、相手にできないものによって競争しな
いと生き残れないと気付いたわけです。黒人、白人、
そして我々黄色人種の肉体能力はほとんど同じです。
例えば5Ｓで勝てるという人がいますが、これもイ
ンセンティブを与えれば誰でも一生懸命やるわけで
競争力の源泉にはなりません。最後に何が残るのか
といえば知財です。小泉政権時代の2002年、我が
国は知財立国構想を掲げました。今から約10年前
のことです。これは知財の創造、保護、活用という
知的創造サイクルを理念とし、人的基盤の充実を図
るものです。アメリカでいうプロパテント政策の二
番煎じのようなものです。この知的創造サイクルに
おける創造とは、技術開発現場で価値ある発明を創
ることです。保護とは、それを強い財産権として知
財化することです。活用とは、この知財を生かして
得たお金を次の創造へ回す活動です。しかし10年
が経っても、世界一の知財立国になる目標からほど
遠く、これが回せていないのが現状です。
　日本で特許の出願件数は年間 37 万件程度あり、
そのうち4分の1くらいが特許となります。日本に
は現在100万件くらいの特許がありますが、それが
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ほとんど活用されていません。例えれば、倉庫に在
庫が一杯あってそれが埃をかぶっている状態です。
企業経営者の皆さんならどうしますか。すぐに対策
を指示するでしょう。ところが、見えない財産であ
る知財には全く無頓着です。よく分からないから知
財部や専門家に任せましょうという放置です。これ
は最も重要な財産権を人任せにしていることを意味
し、隷属の道を歩むことになります。このような状
況下にあっても危機意識の薄い高コスト国家の未来
は、暗いとしか言えません。

●理念である知的創造サイクルが回っていない

　知的創造サイクルがどうして回らないのか。その
第一は、知財部門が知財部のための活動をやってい
て、経営のための活動になってないためです。知財
部門は、出願第一主義です。その知財が商品の利益
にどのように関係したのかを誰も問うていない。こ
れは、全く誤った見方です。知財の創造はいくらで
もできますが、出願にはコストがかかります。その
発明は本当に儲かるのか、それを知財化した時に裁
判に勝てるほどの品質になっているのか。こうした
ことを真に問わないとだめです。特許出願を投資（I）
と考えれば、それが特許になった場合の利益（R）
がどうであったか、つまり知財ROI（投資効率）で
知財運営を評価することが全く行われず、どんぶり

勘定のゆえに学習効果も期待できない状況にありま
す。
　知財の創造、保護、活用の三位一体の推進と言い
ますが、これは、事業戦略、開発戦略、知財戦略の
3つを不離一体で回しなさいということです。今ま
でこれらがばらばらなのです。知財立国構想のこの
10年の成果と言えば、特許審査や裁判が速くなっ
たことや知財高裁ができたことくらいで、他は
TLOなどを含め成果は出ていません。政府は毎年
1,000億円以上のお金をかけて、総理大臣を本部長
に知財立国構想を進めているのに、一体どうなって
いるのでしょうか。問題の本質は、知財活動と経営
活動（商品）との乖離にあります。

●知財（特許）の本質を理解する

　先ず、知財というものは利益のドライバー、知財
＝利益と考えてください。無形資産は、売上のドラ
イバーです。売上が増えても知財がないと自由に参
入してくるわけです。そうすると値段のたたき合い
になります。利益を確保するには、知財という参入
障壁（ガード）をつくらないとだめです。次に、特
許は排他権であり実施権ではありません。どういう
ことかといえば、特許は特許の上にいくらでも特許
を取ることができ、その特許と同じものを他人に実
施させないように排他する権利を持っています。し
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かし、その特許が他の特許の上につくった特許の場
合には、実施するには基にした特許権者の許可がい
るということです。例えば土地の上に家を建てると
して、土地の権利者に使用してもよいかと許可を求
めるようなものです。発明とか特許はこのように主
従の関係があり、これは技術体系とよく似ています。
特許を取ると無条件に実施できる権利だと勘違いし
ている人が多いようです。次に、知財の従属性につ
いてよく理解する必要があります。特許だけでは価
値を生みません。紙切れどころか、それはコストで
す。商品に使用されて初めて価値を発揮するのです。
何にも使わない特許などに値打ちはありません。知
財権はあくまで商品と一体になってこそ、価値を生
むことを理解してください。商品あっての知財であ

り、知財なくして利益なしです。このことを知財は
商品に従属すると言います。

●知的経営とは何か

　知的経営とは何でしょうか。ぜひ覚えておいてほ
しい第一番目は、知財の安全性のことです。他人の
知財を踏まない。踏んでいる場合は、それを回避す
るか、無効にするか、ライセンスを得るかなどの対
策を取らなければなりません。また、オープン・イ
ノベーション時代ですからTVメーカーが、半導体
を調達してくるとして、その半導体が特許侵害品で
あった場合、特許権者は、半導体メーカーを撃たず
に、価値の大きいTVメーカーを撃ってきます。そ
のための対策として、売買契約書に知財条項を設け
て、知財問題があった場合は供給者側（半導体メー
カー）が全て補償するという内容にすべきですが、
こうなっているでしょうか。契約書に書いていない
ことは契約違反にはならないので、後で困ったこと
になります。欧米のように、はっきり契約書に知財
補償条項を記載することです。
　知財経営の第2番目は、事業の優位性にそれを生
かすこと、つまり独占的利益の確保です。色々な知
財が商品に必要な場合は、クロスライセンスによっ
て設計の自由度を確保することもあります。知財経
営とは、このように知財安全の確保と利益への貢献
を行うことです。
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●知財活用姿勢による知財ブランドの形成

　この図は、半導体業界における必須特許の保有レ
ベルと特許訴訟に対する企業の姿勢レベルを示した
ものです。これを見ると、日本の電機企業は知財穏
健企業と言われ有力な特許をたくさん取得していま
すが権利行使のための裁判をしない、つまり宝の持
ち腐れ状態です。ここにある大手電機メーカーは特
許維持年金だけで年間数十億円もかかっています。
一方、IBMは特許収入だけで年間1,000億円以上に

のぼります。しかし知財部門の人員は全世界で300
人程度しかいません。こうした企業は、特許の品質、
裁判姿勢や事績などから知財で他社から恐れられ尊
敬される知財ブランドが確立した企業です。こうな
らないといけない。
　また次の図は、経営品質の目から見た知財マネジ
メントレベルを表したものです。知財の安全確保を
基本にして、知財経営の最高峰を知財ブランドの確
立においています。

－9－
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●知財を開発プロセスに組み込む（知財レビュー）

　この図は、商品開発プロセスにリンクした知財開
発マネジメントの例です。知財と経営を一体的に眺
め、調査、出願、活用について、企画から販売まで
のステージごとにどんなことをやっていくかを示し
ています。開発企画におけるDR1（デザインレビ
ュー 1）から出荷DR5まで全員が各ステージに示
されたチェック項目をクリアしていく。各ステージ
毎のチェック項目が達成できないと達成できるまで
そこでストップになるという厳しい対応をしながら
知的マインドを醸成していく。これを実践した企業
では、10年間の累計で数百億円のライセンス料を
ゼロにすることにつながりました。このように経営
活動に組み込むように知財マネジメントのスキーム
を変えることが大事なことです。経営者も、知財を
知財部門に任せきりにしたり専門家に丸投げにする
ようでは失格です。また、従来の知財活動計画に欠
落していたものは、知財による収益のことです。こ
の活動によって、どれだけ儲かるのかの指標を入れ
ないと意味がないのです。すでに述べた知財ROI
で見る見方を持つことです。

●営業秘密情報は守られているのか

　もしも貴社の技術部長や営業部長などのキーマン
が中国企業に転出したらどうしますか。先日の

NHKテレビで「メイド・イン・ジャパン」という
ドラマをやっていましたが、会社のノウハウ・技術
情報などの営業秘密情報は守れていますか。これが
本日の主テーマです。つい最近では新日鉄の電磁鋼
板のノウハウが人によって韓国に流出し裁判になっ
ています。

●知財の氷山モデル

　「知財の氷山モデル」のことを記憶してほしいと
思います。見えているのは氷山の海上の部分で、特
許出願などで公開した知財（開示知財）のところで
す。しかし、もっと重要な部分があります。それは、
ノウハウやプロセスのような秘密にしている知財、
つまり守秘知財です。どうもこちらの方を保護する
スキームがなかったのかもしれませんが、開示知財
として全部公開するようなところがありました。そ
うすると権利行使の時になかなか難しいことになり
ます。例えば半導体製造プロセスで品質向上のため
に1,500℃で 5分間ほど熱処理をするノウハウがあ
ったとしても、最終品にそのプロセスの証拠が残ら
ないので、これを特許にしてもなかなか侵害証拠を
見つけられない。このような侵害発見が困難なノウ
ハウに属するものを出願していたとすると、1年半
で特許庁のサーバーから全世界に公開される。全世
界に出願するわけにはいきませんから、出願してい
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ない国の人がそれを見てそっくり実施したとしても
何も文句を言えません。このような守秘知財は、出
願せずに秘密情報管理するのが重要です。更に言え
ば、知財を特許のような開示知財とノウハウのよう
な守秘知財のトータルでマネジメントすることをぜ
ひ認識しておいてください。

●世界に通用する明快な文書を仕上げる

　発明を知財にするには、明快で論理的な文書にし
なければなりません。発明を言葉にするのですが、
そこに問題があります。日本語には2種類あります。
文化の日本語と文明の日本語です。文化の日本語は、
日本に住み日本文化や伝統に慣れ親しんだ人のみが
理解できるもので、情緒的な小説や詩などに用いら
れます。文明の日本語は、契約、論文、技術文書な
どに用いるもので、世界に通用する明快さを持つも
のです。この文書は、簡明で味も素っ気もないもの
で、感情に訴えて涙を誘うようなことは一切言わな
い。まさに文言通りであって多義の解釈を生まない
ものです。今日までの特許明細書の多くは、文明の
日本語と文化の日本語とが入り混じっており、これ
を文明の日本語による文書に直さないととても権利
書にはなりません。文明の日本語とは機械翻訳が可
能な日本語のことでもあります。

●特許戦争は言葉の戦争である

　特許戦争とは、突き詰めれば言葉の争いです。特
許というのは、ギブ・アンド・テイクです。ギブつ
まり発明の全部を開示した対価として20年の排他
権が与えられるテイクできるわけです。開示しない
ものに排他権はありません。ここは大事だから隠し
ておこうとすると、裁判では負けます。不明快な明
細書は色々な所に迷惑や悪い影響を及ぼします。裁
判に負ける、若手技術者や学生の技術教育に役に立
ちません。この日本の現状を改善しなければならな
い時期に来ています。

●知財化の第一歩は技術成果の文書化である

　研究開発をした時に、研究報告書、技術レポート
を書きます。この作成は、開発者自身です。ところ
が特許出願になると、発明内容を発明提案書なる数
枚の文書にして、それを専門家（弁理士、弁護士）
に依頼します。この専門家とは、法律の専門家であ
っても、実際に実験したことも製造や商品化をした
ことはありませんから、再現できるほどに明確に発
明を記述することはできず、曖昧になります。私は、
私の発明提案書で明細書が書けるか30人にテスト
してみました。実は書ける方がおかしいのです。技
術者が相手の技術者に理解できるように実施可能要
件を担保した明快な文明の日本語で書くべきだと思
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います。そうしないから裁判にも負けるのです。ギ
ブ・アンド・テイクであり、テイク・テイクではあ
りません。アメリカの大学教育では文書化技術（ラ
イティング技法）のコースがありますが、日本でも
これを教育すべきだと思います。文書が書けないよ
うでは、技術者とは言えません。文化の日本語を書
けとは言いません。文明の日本語で分かるように論
理的に書くだけなのです。

●開示知財と守秘知財の比較

　ここに示した図は、開示知財（特許）と守秘知財
（ノウハウなどの秘密知財）とを比較したものです。
一言で言えば開示知財のほうが攻撃的で、守秘知財
の方は専守防衛です。これらを保護する法律は、特
許は特許法、守秘知財は不正競争防止法と特許法
79条（先使用権）です。権利行使力としては、特
許では差し止めや損害賠償がありますが、守秘知財

生産と技術　第65巻　第４号（2013）
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の方は、これらに加えて情報漏洩罪という刑事罰も
加わります。出願および登録維持のコストでは、特
許出願を専門家にお願いすれば数十万円、守秘知財
ならわずかで済みます。保護期間は特許なら出願か
ら20年、守秘知財は制限なし。特許は公開されま
すので、無効になるリスクやヒントを与えます。総
合的に見た評価として、開示知財（特許）は△印、
守秘知財（秘密知財）は◎印と書いてありますが、
守秘知財の方は三重丸くらいの評価に相当すると私
は思っています。不正競争防止法などのことを知ら
ないため、何でもかんでも出願して貴重な知財情報
を全世界にばらまいています。特許は取ったが、権
利行使する費用つまり調査や裁判費用を担保してい
ますか。これを担保していない出願はする意味があ
りません。

●新しい知財モデルの提唱

　これまで説明してきたように、知財と商品は乖離
している状況にあります。例えば、このパソコンに
はどんな知財が入っているか分からない。商品に使
用している知財に知財コード（IPコード）を付与
して見える化するということです。このことによっ
て市場の目（国民）を通して知財使用の有無や内容
のチェックができます。今までの企業間に閉じられ
た知財モデルではなく、市場の目による知財フィー

ドバックモデルです。これにより、知財品質の高度
化、ニセモノ発見の容易化、人により知財流失防止、
知財価値評価の数値化、利益貢献の明確化、知財使
用商品としての差別化やブランド形成、国民の知財
意識の向上などが期待できます。最初は、主にその
商品の価値を形成している知財が分かるような形に
します。守秘知財の場合は、発明の名称と資料番号
としての知財コード（IPコード）の情報だけを開
示し、先使用権や不正競争防止法を担保したいと考
えます。これまでは、このような秘密知財情報を活
かすような仕組みがありませんでしたが、このモデ
ルは出願によらない知財保護とブランド形成を図る
世界初のモデルということになります。

●発明登録の意義・目的と知財ブランド協会（SIR）

　こうしたものを登録する協会が必要となります。
改めて申し上げると、知財化とは文明の日本語で文
書にして、それにタイムスタンプを押します。作成
日の確定と改ざん防止のためです。また、出願によ
らない知財保護については、不正競争防止法等を適
用する。更に大事なのは、出願しなくても発明登録
とその開示によって、発明者の技術の誇りにつなが
ります。現在の特許出願制度を補完する仕組みとし
て、この発明登録スキームは有効だと思っておりま
す。知財ブランド協会（SIR）はこれを推進する機

－13－

生産と技術　第65巻　第４号（2013）



　

関として知財によるブランド価値形成を推進してい
く計画です。

●まとめ

　本日お話したことを簡明にまとめてみると、知財
は最重要な基本財産であり、事業競争力や利益の源
泉です。知財立国10年になりますが、その理念で
ある知的創造サイクルは回らず、旧態依然とした知
財村のままの状況です。知財経営とは、事業の知財
安全性確保と事業優位（利益）への活用です。知財
は、開示知財と守秘知財のトータルでマネジメント
すべきです。知財化するとは、文書化・タイムスタ
ンプ・情報管理のことを言います。文書は、開発技
術者自身が文明の日本語で書くべきです。知財が本
来の役目を果たせない問題の本質は、知財と商品の
乖離にあります。この問題を解決する新しいモデル
として、知財ブランドモデルを紹介しました。知財
ブランドモデルを推進する知財ブランド協会（別称：

発明登録協会、SIR）を設立しました。皆様には是
非活用していただきたいと思っております。時間の
関係で説明が雑駁になりましたが、詳しくは大阪大
学出版会の拙著『知財インテリジェンス』を参照し
ていただきたいと思います。以上です。

質疑応答

Q：知財を保険として考えるような説明がなかった
が、だからコストなのか。
A：発明の価値はコストではない。知財を保険と考
えているのは大学の特許が相当する。つまり、大学
特許は、10年先に花が咲くかもしれないのが、せ
いぜい保険料というのが企業サイドの見方である。
保険料とは何かというと出願費用相当で40万円程
度しか払ってもらえない。発明の価値などはゼロと
見られている。大学のことはもっと言いたいが、本
日は時間の関係でここまでにとどめたい。
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