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＝ 要旨 ＝
1、技術立脚型経営は技術・知財を創造し、重要な経営資産として活用して事業を強くし、持続、発展するために
経営戦略に知財戦略を組込むことが必須です。
・国際競争に打勝つにはビジョンと先読みによる技術力（自力/アライアンス）と知財力に基づく魅力的な新事
業、商品、サービスを創造し市場を形成、維持、拡大していく「企業（事業）戦略」と、知財の「本質」を認識して
事業の「弱み」を消し、「強み」を増す、企業（事業）戦略に適った「知財戦略（デファクト、標準化戦略も含む）」
が共に必要になる。
・そして、事業のサイクルに亘って事業を優位にするために事業・技術・知財法務部門は密に連携して戦略的
知財活動をすることが求められる。
２、企業経営者（事業・技術・知財部門）のなすべきこと
全社戦略と事業部戦略機能を持ち、企業（事業）戦略構築に必要とする全社及び各事業部別の技術・知財の
真の強み、弱みの実態を常時把握し、経営情報及び知財活動情報としての活用と、企業（事業）戦略は事業・
技術・知財の先読みの情報の共有により三位一体の活動で構築します。
・事業の先読みは事業部門（各部門の連係で）が技術の変化、市場のニーズを含めた事業の変化の先読みを
行い、事業の弱みを消し、強みを増す協調と競争の戦略を立てる。
・技術の先読みは研究開発部門（各部門の連携で）が基盤技術、事業化技術の変化の先読みを行い、事業の
弱みを消し、強みを増す技術・知財創造の協調と競争の戦略を立てる。
・知財の先読みは知財部門（各部門の連携で）が事業を展開する国の知財制度、運用の変化の先読みを行い、
事業の弱みを消し、強みを増す、変化する知財制度、運用に対応する協調と競争の戦略を立てる。
３、新知財システム⇒知財の本質（＝排他権）、知財戦略の要諦（＝事業の弱みを消し、強みを増す）は基本的に
同じ。.しかし、戦略・組織・機能のつながりはより強く広く、実践活動は事業の強み、弱みの実態把握、と（α）、
（β）の評価が強く求められます。
・弱みを消す⇒現在の解消法＋提携、連携、グループ化戦略の優位さ、広さ（α）が必要
・強みを増す⇒現在の増強法＋提携、連携、グループ化戦略の優位さ、広さ（β）が必要
０、はじめに
丸島です。冒頭、ご紹介を頂きましたように、今まで長
い間、知財に関する仕事に携わってきましたが、IoT イン
ダストリー4.0 の時代で必要とされる知財・標準・データ等
の複数の競争力源泉を複合的に活用しオープンイノベ
ーション、エコシステムに相応しい提携、連携、グループ
化を含めた競争力強化の知財戦略を考えるのは初めて
の経験で、厳しい状況になったと感じています。IoT の
時代の前に ICT の時代があったと思います。丁度、第
3 世代の携帯電話から今日に至る過程になります。
ICT の時代に勝ち組になれなかった要因を検証し、Ｉo
Ｔ時代に如何にして勝ち組になるかを検討する必要があ
ると思います。

。
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えないと思います。それが企業（事業）の戦略に「弱み」
を消し、「強み」を増す知財戦略を執れない最大の原因
かなと思います。技術立脚型経営には、技術、知財を創
造し、経営資産として有効に活用する経営で、経営（事
業）戦略に知財戦略を組み込むのは必須の要件です。
もちろん、企業の知財部門のあり方にも大きな責任が
あるでしょう。企業が成長して大きくなってくると、知財部
門と事業部門との連携は非常に希薄になりがちです。研
究開発部門と知財部門の連携はありますが、本来は事業
の全サイクルに亘って、事業部門と知財法務部門は密な
連携のもと協調と競争の戦略的な知財活用活動をしなけ
ればならないはずです。
もっとも、わが社は事業部門と連携していると言います
が、事業と連携して技術と一緒になって事業で勝とうとし
て、事業の競争力に直接関係する技術を事業に活用す
ることができていないように思います。
したがって、事業化前に事業（技術・知財）の「強み」、
「弱み」を把握し、「弱み」を消し、「強み」を増す知財活動
にはつながっていきません。なぜそうなるかということは
知財制度の本質の理解が必要です。

１、技術立脚型経営と知的財産
講義資料.「技術立脚型経営」です。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

ICT の時代には、わが国の技術が第 3 世代の携帯電
話や スマートフォンの構造やその技術の側面で随分貢
献しています。しかし、結果的には事業で勝つことがで
きていないわけです。私が会社の現役の時代から直接
的に携帯電話やスマートフォンには関係していなかった
わけですが、その成行きは非常に気になっていました。
つまり携帯電話、スマートフォンの問題は、将来必ず全
産業に影響を及ぼすと思っていました。多分、カメラの中
にも事務機器の中にも入ってくるでしょうから、非常に気
にしていました。
大切なことは、概説にも書いたように、知財の本質が
排他権である限り「事業の弱みを消し、強みを増す知財
戦略」が、いつの時代になっても基本になるということで
す
わが国の企業の場合には、弱みを消しても、併せて強
みもなくしています。先に、許斐先生から携帯電話第 3
世代と米国のベンチャー企業の話がありましたが、クア
ルコムの一人勝ちと言われています。同社もベンチャー
から創業して大成功した会社です。標準化の仕組みをう
まく使って、自社の技術を最大限活用しながら、先々を
予見する巧さを発揮して交渉と契約に臨み、欧州の大企
業を相手に欧州企業に競争力で優る体制にして、自社
が繁栄する仕組みを創ったことはすごいと思って感心し
ていました。
遡れば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ もガレージから創業して大企業
の IBM に対して、ＯＳ販売の自社のポリシーを貫いて急
成長したと言われています。
ベンチャー企業の経営者は、事業を行うことに知財を
最大限活用しています。私の知るところでは、米国の大
学の MBA では知財はほとんどやっていないとのことで
す。MOT もしかりです。しかし、経営者は大胆な知財戦
略をとります。これは、わが国と大きく相違するところで
す。
わが国においては、知財立国が唱えられていますが、
一般的に、経営者が知財に真剣に取り組んでいるとは言
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2、特許権は、実施権でなく排他権
講義資料「排他権の考え方」を説明します。それ以前
には、丸い断面の鉛筆しかないことを想定して下さい。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

知財に詳しい方には釈迦に説法ですが、Ａ社は鉛筆
の横断面形状を改善して、新たに転がらない鉛筆を発明
し、断面三角形（△）と断面四角形（☐）の鉛筆を実施例と
し、転がらない鉛筆の基本特許を取ったとします。それ
は A として囲んだ大きな権利です。
排他権とは、第三者が実施することを排斥する権利で
す。特許は独占実施権と考えたいのですが、実は実施
することを保証されてはいません。保証されているのは、
権利で守られている技術を第三者が実施することを排斥
することです。自分はその取得した権利の中の発明を実

施できるという保証はありません。このことが事業を行う
企業（ものづくり）にとっては相当に大変なことです。
つまり、特許を取ったからその特許で事業ができると
いう保証はないということです。他者の特許の排他権の
影響を受ける場合は、他者の許可を得ないと、特許を得
た発明を実施ができないのです。
なぜかというと、転がらない鉛筆の特許 A（断面△と断
面☐の実施例）という基本の権利をＡ社が取りました。こ
の権利範囲Ａの発明は自由に A 社が実施してしかるべ
きなのですが、例えば、Ａ社の競業者Ｂ社が、断面形状
△、☐より持ち易い改良発明をし、改良特許 B（断面形
状楕円 ）を B 社が取ったとします。
断面は楕円形であるとしても転がらないので、Ａの改
良発明として B という権利は A の中に形成されます。C
社も改良発明をし、改良特許 C（断面形状六角形 ）を取
ることがあるわけです。
A 社の立場からすれば、自分が広い権利を取りました。
しかし、その後に、改良発明で楕円という特許Ｂを B 社に
取られ、 さらに改良発明として六角形の特許ＣをC社に
取られました。このとき A 社は B（楕円形） と C（六角形）
は実施できないのです。
A 社の自分の排他権の中に、B（楕円形） と C（六角
形） が入ってきたわけです。Bの形状はB社の了解がな
いと作ることができませんし、C の形状に関しても C 社の
了解がないと作れないことになります。
このような関係にあるということは、どんな会社でも先
端を切って特許を取ったとしても、その改良特許の全部
を自社で取りきるということは現実にはありません。です
から、技術が素晴らしい基本の発明をしても、世界中の
開発者・研究者は改良技術を発明するでしょう。もっと言
えば代替技術を発明するかもしれません。これは競争力
としてはもっと高いものがあります。
改良特許を取った B 社・C 社は、改良特許Ｂ，Ｃは取っ
ても、結局はＡ社の権利の範囲内にありますから特許権
Ａが参入障壁になり、A 社の領域には事業として入れま
せん。B 社もこの権利は実施できませんし、A 社 もこの
改良特許Ｂの参入障壁がありますのでそこには入れませ
ん。C 社も同様です。A 社も B 社も C 社もこれについて
は実施ができませんのでお互いに排斥しあうわけです。
これが知財の制度の基本です。
これを考えると、どんな会社でも知財の弱みは持つの
です。弱みというのは、事業に対してある技術を使おうと
するその技術が、例えば楕円形状の鉛筆を実施しようと
すると、A社の権利の中にB社が楕円形状の鉛筆の特許
を持っていますから使えないということは A 社の弱みで
す。
講義資料「時間の経過による排他権の出現」を説明し
ます。例えば 時系列的に自分の取った特許の権利の
範囲があるとします。
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出典 講義ｐｐｔより掲載）

ベストモードに則って、研究開発をして事業化に進ん
だ場合 A 社が ⒶⒶという改良特許をとっている場合に
は、ものすごく強くなると思いますが、第三者である B 社
が改良特許Ⓑを取るとＢ社は排他権を持ちます。制度的
にはどうするかと言えば、Ⓑを迂回しなさいということで
す 迂回するということは Ⓑ を避けて、基本特許の権
利の範囲（左円の高さ分）があるから、この中で迂回すれ
ばいいのではないかということです。これが知財の制度
です。基本的には困らないでしょうが、迂回したとしても
いい技術ができるとも思えません。
企業にとっては、一直線にベストモードで最終事業化
まで行きたいと思っているはずです。この例だけ見れば、

迂回しなさいという論理も理解できます。では次のような
特許を取られたらどうでしょう。権利範囲が同じくらいの
幅（図では第三者 Ｄ社）が特許Ⓓを取得したらどうしま
しょう。
例としてトランジスタを考えます。トランジスタの特許で、
実際にトランジスタを使うために改良要素はいろいろある
と思います。その純度を上げた改良型の発明を続けてき
ても、実際には回路に組まなければ機能素子としては使
えません。
真空管の時代に、組込みの基本回路が特許になって
いました。即ち、増幅・発信・整流、この 3 つの機能の基
本回路です。もちろん、現在は権利が切れています。ト
ランジスタの機能素子としては同じですから、特許には
ならないと思っていました。教科書にも増幅回路・発信回
路・整流回路は載っています。
ところが実際は、米国でこの第三者の応用特許Ⓓも特
許になっていました。組立てようとすれば、この権利の排
他権に触れるわけです。
D 社の了解がない限り、トランジスタの機能素子として
の事業化ができないということになります。トランジスタを
発明し、事業化するために労力と資金を使ったにも関わ
らず、回路の特許を他人に取られてしまったら互角にな
ってしまうわけです。結果として、事業はできなくなります。
事業を行うには、D 社と交渉して使えるような道を開かな
ければなりません。どっちが得するかと考えれば D 社の
方が圧倒的に得をします。知財にはこうした怖さがありま
す。
逆説的に言えば一時は負けたにしても、時系列に見
て相手の事業に障害を与えるような特許を取ることがで
きれば一気に互角になり得ます。これが知財の世界で
す。
企業の大きさや力で絶対に勝てる世界ではなく 、勝
てる決め手の要素は知恵と技術と知財です。将来展望の
ある、事業を阻害するような権利をどうやって取るかとい
うことが、知恵だと思っております。この巧拙さ加減が大
きく影響をします。

3、知財戦略を組み込むための
知財機能、活動

講義資料「これからの知財戦略」で経営（事業）戦略に
知財戦略を組み込む機能、活動を説明します。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

.「技術立脚型経営」で説明したように、ビジョンと先読
みによる技術力、知財力、に基づく魅力的な事業、商品、
サービスを創造し、市場を形成する「企業（事業）戦略」と
事業化前に事業（技術・知財）の「強み」、「弱み」を把握
し、「弱み」を消し、「強み」を増す「知財戦略（標準化戦略
も含む）」が共に重要となります。
ここで、大事なことは「戦略は実践が伴って生きる」もの
なので、「知財戦略」を～事業戦略に適った戦略的知財
機能と事業強化活動～としました。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

この戦略的知財機能と事業強化の実践には、経営者
（事業・技術・知財法務部門の三位一体）の連携、融合活
動（組織・機能・活動のつながり）が必要になります。
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この三位一体の活動は、
☯企業戦略として事業戦略を支える全社機能、
☯全社戦略として新規事業等の創出機能、
☯事業と知財の密な連携活動
を果たすことを可能にします。
一番強い会社というのは、事業の責任者が知財の責
任者、もちろん組織も含めて、事業部門と知財部門が巧
く連携の取れている会社が最も強者になります。もちろ
ん事業の中では全社戦略に大きく依存することは言うま
でありません。

でお互いに実施できるようにしょうということです。もちろ
ん価値に応じて差額は相互に補填することが前提です。
コア技術はお互いに競争をして、安易にコア技術を真
似するのをやめるという気持ちを持ってライセンス関係を
結べば、自ずと業界内でのコア技術は、Ａ社のコア技術、
Ｂ社のコア技術と特色を持って別れていきます。
現役の頃、わが国の業界のコア技術は少なくともそう
いう関係にあったと思います。他社のコア技術を真似す
れば叩かれるのは当然で、互いにコア技術を尊重する
関係をつくる、それが大事です。
これからは外国勢を真似するわけではありませんが、
エコシステムに対応する仲間とともに事業競争力を高め
る協調と競争も必要があると思います。

企業（事業）戦略は事業・技術・知財の先読みの情報
共有に基づき三位一体で構築します。
☯事業の先読みは、事業部門が技術の変化、市場の
変化を含めた事業の変化の先読みを行い、事業の
弱みを消し、強みを増す協調と競争の戦略を立てる
ことです。
☯技術の先読みは、技術部門が基盤技術、事業化技
術の変化の先読みを行い事業の弱みを消し、強み
を増す技術・知財創造の協調と競争の戦略を立てる
ことです。
☯知財の先読みは、知財部門が、事業を展開する国
の事業関連法制度、運用の変化の先読みを行い、
変化に対応する協調と競争の知財戦略を立てること
です。

４、三位一体の活動での各部門の役割

ここで一番申し上げたいのは、協調と競争の戦略とは
何かということです。協調し、しかも競争できるようにする
ということは、業界の中に技術競争の環境をつくるという
ことです。逆に言うと価格競争をつくること、と技術競争を
つくることの違いです。一時期、電機メーカーが特許の
全面クロスライセンスをしました。それは開発には非常に
楽ですが、一社がつくったものはすぐに他社も追随しま
す。すると業界の中で価格競争になります。当時は、世
界の中でものづくりに関してはわが国が最も強い時代で
したし、価格競争になっても、それに耐えて生き残るの
はわが国の企業でした。今では安くつくるという生産力
は海外の企業に取られていますので、価格競争に入っ
たらわが国の企業は残ることはできません。
一方、技術競争関係を業界内に植え付けることは非常
に大変です。私が心がけたことは、お互いに事業のコア
技術は尊重しましょうということです。それ以前であれば、
例えば、普通紙複写機技術は基本特許で全てを包括さ
れていました。ところが、その技術も権利は切れており、
その中で複写機のどのような技術を使って勝とうとしてい
るかというと、複写機のコア技術の部分の技術で各社は
それぞれ別々の技術を使っています。それをお互いに
尊重して真似するのをやめましょうということです。
同業種の企業であれば、コア技術以外の技術に関す
る特許はお互いに数多く所有しているわけです。これら
は企業間の競争力にはあまり関係していませんが、事業
を継続するために必要な特許です。この特許で争いをし
たら 100 年戦争になって業界そのものが疲弊してしまい
ます。ですから、この部分は協調して、クロスライセンス

講義資料 「Ⅱ.知財戦略を組み込むための知財機能、
活動」で企業（事業）戦略は事業・技術・知財の先読みの
情報共有に基づき三位一体で構築する、と説明しまし
た。
企業戦略における三位一体は、社長をはじめとした経
営トップと各部門の責任者による全社の視点を持つ部門
連係です。これに対し、事業戦略の三位一体は。事業の
責任者をトップとし、事業単位でそれに関連する事業・技
術・知財法務部門の連携です。
講義資料「三位一体活動での各部門の役割」として
事業部門の役割は①、研究会発部門の役割は②、知財
部門の役割は③で説明します。
次に講義資料「これからの知財戦略」を説明します。
インダストリー4.0 の時代には戦略の立案から実行まで今
まで以上に部門間の広範囲のつながりが必要になると
思います。
三部門すなわち、事業部（間）、技術部門（間）、知財部
門（間）の常時の連係、融合活動（横串活動）が必要にな
ると思います。協調と競争戦略にはエコシステム対応等
も必要になると思います。
①事業部門は、

（出典 講義ｐｐｔより掲載）
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☆事業・技術・知財の先読みの情報共有に基づき事業
戦略を構築します。
☆技術、知財も含め事業全体の責任を持ちます。
☆技術力、知財力を基に勝つための事業戦略の構築
をします。
☆勝つための要素（「強み」と「弱み」の認識）、要件
（「弱み」を消し 「強み」を増す戦略）を明確にしま
す)。
☆標準化ありきではないが、必要に応じた事業戦略に
適った勝つための技術標準化（デファクトを含む）
（協調と競争の戦略）戦略を構築します。
☆事業の全サイクル（研究開発⇒商品開発⇒生産⇒
販売⇒サービス）の各段階において、知財部門と連
携し、事業強化の協調と競争の戦略に「知財」を活
用する事業活動をします。

位な戦略) （協調と競争の戦略、標準化で協調、国
際市場 で競争）をします。
③知財部門は、

②研究開発部門は、

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

☆全社戦略機能と各事業部戦略機能を果たすことです。
＊主は各事業部及び全社の常時の技術、知財の真の
「強み」、「弱み」の把握と経営情報としての活用です。
＊技術、知財の常時の真の「強み」、「弱み」の情報は知
財の戦略的活動にも極めて重要です。
＊横串のつながり活動が必要になります。 本社組織と
して,縦の連携を強めつつ、知財部門が全社の技術
を横串で見る活動体制を構築することで、知財部門
は全社の技術、事業の動きを常にとらえられ、事業部
門別及び全社としての技術・知財の強み、弱みを常
に把握できます。
☆全社（事業）戦略を優位に実行せしめる活動をします。
＊事業競争力を高める事業の「弱み」を消し、「強み」を
増す活動です。
☆知財力（知的財産に基づく事業競争力）、相対的知財
力（競合者との知財力の差）の強化活動をします。
☆全社（事業）戦略に連動した技術標準化活動（協調と
競争の戦略活動）をします。
＊知財戦略は標準化戦略を包含します。
☆事業競争力を高め、持続するため、企業（事業）戦略
にリンクした中・長期的・戦略的・予防的（事前の交渉、
契約）活動を優先します。予防的活動が好ましくない、
或いは出来ない場合は臨戦的（妥協のない交渉、訴
訟） 知財活動をします。
＊協調と競争の実現、業界の技術競争環境つくりを目指
します。
☆事業部門と連携した競争力強化の戦略的知財形成・
活用活動をします。
＊「弱み」を消し、「強み」を増す権利形成、活用活動（攻
めの権利、守りの権利、戦略的クロス、アライアンス、
協調と競争の実現）です。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

☆研究開発部門が実質的な事業部門の役割を果たし
ている場合は事業部門の役割も含みます。
＊素材関係の企業の場合は研究開発部門が実質的
に事業部の機能を果たしている場合があります。
☆研究も開発も事業を前提に、事業を強くするために
＊技術、知財の「強み」、「弱み」の早期の把握と弱み
を消し、強みを増す活動をします。
＊論文を書く前に知財を形成、「もの」を創る前に知財
を形成します。
＊知財マインド、知財センス、知財能を活かします。
☆事業強化の基盤技術（知的財産）の進化、確立の活
動をします。
☆事業創出の技術（知的財産）の創造をします。
☆事業強化の技術（知的財産）の創造をします。
☆自力/アライアンスによる技術力（知財力）の強 化活
動をします。
＊垂直、水平、垂直・水平混合型アライアンス（協調と
競争の戦略）です。
☆技術標準化戦略に連動した研究開発活動（競争優
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今の ICT 時代のプラットフォームのＯＳは誰がコントロ
ールしているかといえば、取引相手の会社です。例えば
グーグルの Android にしてもＡｐｐｌｅの iOS にしても、デ
ファクト標準で完全にコントロールされています。その中
でわが国企業は端末の事業に参加しているだけです
彼等は自分たちのリアルなプラットフォームは持って
いませんので、今はプラットフォーム中心で動く米国の
情報、即ち何社かでビッグデータコンソーシアムを組ん
で、全てのバーチャルなデータをコントロールしている
わけです。
その人たちは、他人のデータをそのまま使うためには
データベースに知財はないほうがいいわけです。ソリュ
ーションした結果だけを知財に生かしたらいちばん強者
になります。自由にアクセスして、アクセス先の権利など
は認めないということです。アクセスしたデータは AIを使
って、コンピューターがソリューションを創り出したり、あ
るいは新たな発明をしたりすればそれを権利にします。
極論すれば、プラットフォームを持っている会社だけ
の権利を認めることが、データベースを扱っている会社
の基本的な考えです。グーグルでもデータベースにつ
いては自由で知財はない方がいいわけです。
Android の場合には、普及する前に宣伝部長が、来
日してアナウンスをしたので覚えていますが、グーグル
の場合には、スマートフォンを全世界に安く普及すると言
いました。グーグルが言ったことは、それがメインのビジ
ネスではなくて、メインのビジネスはその上層の広告ビジ
ネスです。スマートフォンは端末機器であって儲ける要
ではありません。ですから、全世界に普及するには知財
がないほうがいいわけです。
私はスマートフォンの基本は知財を無力化することに
あると見ました。本業の広告・宣伝の方の事業では知財
をがっちり固めてクローズにしています。勝ち組は自社
の競争力の源泉になる知財は絶対離しません。とは言う
ものの、弱みは必ずあるわけですからその弱みをどのよ
うに消すか経営者は知恵を絞るわけです。
Android の場合には、一時わが国のキャリアには只で
使わせるので皆参加しました。Ａｐｐｌｅは自社のＯＳに限
りましたので知財はクローズでした。結局、端末メーカー
は Android を使う以外に仕方がありませんでした。
しかし、自分で買収したベンチャー企業の技術を使お
うとして それを非難されて脅威を感じました。その弱み
を解消する為に打った手が、わが国企業が得意としてい
たＨ 264（動画圧縮規格のひとつ）をサポートしないと宣
言したことです。買収した技術であるＶＰ８（動画圧縮コ
ーデック）以外はサポートしないと宣言をしました。これを
聞いたら、わが国の端末メーカーはサポートしてくれな
いならばＶＰ８でやらざるを得ません。しからばクロスライ
センスをしなさいという提案があったはずです。
このライセンスというのが 普通のグーグルとその会社
のクロスライセンスではなくて、グーグルの他のライセン
シーとの間でも無償のクロスライセンスをしなさいと言っ
たわけです。
ＭｉｃｒｏｓｏｆｔのビルゲイツがパソコンのOS をライセンス
しました。これは販売しているわけではありませんのでラ
イセンスです。その時に創ったナップクローズは OS に

５、Industrie4.0 時代の知財システム、
企業（事業）戦略、知財戦略は？
【講義資料 Ⅳ－１】
現在（ICT 産業）の知財システム、事業戦略、知財
戦略は？
◆強みを生かし知財経営で事業競争力を高めた
事例
◆標準の必須特許（ＦＲＡＮＤ宣言特許）に関する
判決等
【講義資料 Ⅳ－２】
インダストリー4.0 時代の知財システム、事業戦略、
知財戦略は？
【講義資料 Ⅳ－３】
インダストリー4.0 時代の知財システム、事業戦略、
知財戦略？の課題

【講義資料 Ⅳ－１】

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

先ず ICT 産業の現状を見れば、IoT、インダストリー4.0
の時代に競争力の要素は、一言で言えば「特許だけで
はなく、一番大事になってくるのは、標準と特にわが国
が得意とするものづくりのデータベース」であると思いま
す。ＩｏＴですから、ものづくりのデータを取って自前のプ
ラットフォームを作るわけです。それを解析し、結果をフ
ィードバックして生産やサービスの効率を上げるのが基
本型です。
インダストリー4.0 の考え、あるいは米国でビッグデー
タのソリューションの考え方では、自社のクローズのデー
タだけではできないので、業界・業種を全部結合しない
とイノベーションは起きない、と言っています。つまり異
業種と連携をしないとイノベーションは起きないということ
です。他のデータベースと連携・結合することがオープ
ンイノベーションにとって必要と言われています。
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関係した特許でマイクロクロソフトを訴えるなと言い、同
時に他のＭｉｃｒｏｓｏｆｔのライセンシーも相互に訴えるなと
いう条件を付けました。
これでシェアの 7 割～8 割を獲得したら誰も Ｍｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ を訴えることができません。ということは、あらかじめ関
連する企業の技術を自分のＯＳの中に取込んでしまって
も誰も文句は言えません。ライセンシーの知財は無力化
されるわけです。Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔだけが自由に技術を使える
ことになります。
Ａndroid は、無償のクロスライセンスと言っただけでラ
イセンシーの知財が無力化される効果は同じことです。
ただこの場合は、知財を持たないライセンシーも他のラ
イセンシーの知財を無償で実施できるので価格競争の
効果が付随して生じます。
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔのライセンス方針に不満を持った企業はど
うしたかといえば、後にＭｉｃｒｏｓｏｆｔのナップクローズに対
して公正取引委員会まで行って独禁法違反を認めさせ
ています。そういうことを経験している会社がＡndroid に
ついては同じ知財の無力化の穴に陥っているわけで
す。
どうしてなのだろうか。それに関して「知的財産戦略」
の本を執筆している時に、ちょうどグーグルがひと芝居
打っていたということになります。もし、わが国の端末メー
カーがそのライセンスに乗ったならば、わが国の端末メ
ーカーは敗北になると思っていたわけで、その契約はし
ないで欲しいと思っていました。本が発刊される頃には、
すでに契約は済んでいて Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ のナップクロー
ズと同じく知財の無力化の効果を生んだわけです。グー
グル は我が意を得たりということになります。
これが独禁法に触れるか、触れないかということです
が、エコシステムという考えを適用し独占をしているわけ
ではなく、競争を促進しているので公正取引委員会は独
禁法には触れないと見ているようです。
最初はそこまでは至っていなかったＡｐｐｌｅの iPhone
も、一時にワンモデルの量が非常に多いため、これを 1
社で供給するということは困難になりました。高性能の部
品を開発しても全製品に適用するだけの供給ボリューム
がありません。すると使用側では全製品に使えるよう。そ
れを全量提供できなかったならば 第三者につくらせる
権利を与えよ、といういわゆる不係争契約の要求が出始
めたと理解しております。
I oT.インダストリー4.0 時代の知財システム・企業戦略・
知財戦略は？とクエスチョンマークをつけたのは、現在
まではっきりしたことを述べている人は誰もいないからで
す。何故かと言えば 保護の対象は法的にどう守られる
かということも分からないし、権利行使も、その仕組みもク
ロスボーダー、国境をまたがる場合に、どのような侵害に
対してどういう権利行使ができるのかもはっきりしていま
せん。そうした状態では権利をとったからといっても行使
することが出来るかどうかは分からないわけです。
では、現在 ICT 産業はどうなっているか、スマートフォ
ンの世界をとってみます。現在の「知財システム・知財戦
略」はといえば（知財の本質は排他権ですので）、事業強
化の知財戦略の要諦は、「弱みを消し、強みを増すこと」

で、「勝ち組」はこれの実践をしています。グーグル もＡ
ｐｐｌｅもそうです。
勝ち組と言ったのは携帯電話やスマートフォンの世界
をベースにして考えています。部品メーカー単独で見れ
ば、普通のことであるかもしれません。部品メーカーでも
新たな技術を開発しているわけですが、結局大手メーカ
ーに支配された状態でしか仕事ができていません。権利
も無力化されているし、不係争契約も結ばれていること
が現実であるとすれば、コントロールされている感は否
めません。だから、【講義資料Ⅳ－1】の中に「黒字」で書
いてあるものは今まで実践してきたものです。
「事業競争力の源泉」は、技術・知財＋技術標準化で
す。しかし、これも標準化の失敗から、プラス（＋） プラ
ットフォーム・エコシステム・非係争契約＆知財無力化契
約に関して、わが国は考えを全くもっていなかったと思
います。
グーグル の戦略を聞けばＡndroid 端末スマートフォ
ンの権利は無力化されることはずっと前から分っていた
はずです。つまり、権利を取っても効果はないし、価格
競争に陥るとことはずっと前から読めていたはずです。
しかし、そうしたことを真剣に考えないまま、事業参入で
きるのはＡndroid のみであるとして参入してしまったので
はないかと思います。冷静に考えてみれば事業には適
していないということがわかったはずです。【講義資料Ⅳ
－1】の中に「赤字」で書いてあります。
？が付いているのは想像も入っているからです。
三位一体の先読みの活動の欠如です。協調と競争の
戦略の欠如、その結果勝てなかったということです。
「知財戦略」を見ると、三位一体の知財戦略・技術標準化
戦略、ここまではやっていたつもりです。結局、エコシス
テム対応の協調と競争の戦略が欠如していたということ、
三位一体の先読み活動の欠如、そしで、特に事業に勝
つ標準化戦略の欠如、これが最たるものです
第三世代の標準化戦略は、事業に勝つ戦略としては
全く欠如していたということです。敢えて言えば 技術
を標準化するとことでしたので結局やられてしまいまし
た。
「弱みの解消」では当時は何をしたのでしょうか。私が
実践したのは、「攻めの特許」を形成して活用して弱みを
消す、というオーソドックスなことを実践してきました。 あ
るいは水平垂直のアライアンス、訴えないでください、と
いう不争契約、これは随分行いました。
異分野の業界の技術に脅威を持った時に、相手の弱
みを突いてというものの、弱みをつくほどの権利が取れ
るとは思えませんので、異分野の場合には別の方法論
が必要です。
例えば、自社の事業で半導体の事例を考えます。半
導体チップはどんどん進化していますので、それを買っ
て製品に組込むという点では相当量のチップを購入して
いたわけです。ところが、購入しているチップが権利を侵
害していると訴えられました。米国の場合はほとんどがそ
れに該当します。ですから私は、被告人として訴えない
でください、購入する時にそのような条件のもとでメーカ
ー同士でやってください、ということが基本です。それを
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購入時の条件として付けたので、米国では訴訟の対象と
はなりませんでした。それだけでも相当助かったはずで
す。
不争契約と称して、半導体を購入する時には海外の半
導体メーカーと契約をしました。これは法に触れるわけ
でもありません。相手に対して権利行使をするなという制
約を与えているわけでもありません。元々はメーカー同
士の問題であって、ユーザーをいじめるということは法律
的に禁止されているわけではありませんが、ずっと昔、
ユーザーいじめなどはしていなかったはずです。しかし、
ある時期からユーザーいじめをした方が効果的であると
考え実施するようになりました。それを元に戻して下さい
と言っただけの話です。不争契約とすることで相当の弱
みは解消することができました
後は、強みと強みのジョイントベンチャーを作って弱
みを解消することを行っていました。アルファ（α）の欠
如、アルファ（α）というのは次に出てきますが エコシス
テムに対応して弱みをどうやって防ぐかということまでは
考えていませんでした。保護の対象、競争力の源泉の種
類の変化、そうしたところはあまり読めていなかったと思
います。
「強みを増す」ことについては、自力で特許を形成す
る、あるいは水平垂直のアライアンス、ジョイントベンチャ
ー（ＪＶ）、などで強みを増すこともしましたし、プラットフォ
ーム・エコシステム・エコシステム対応の協調と競争の戦
略・不係争契約・知財無力化契約、でそれをやろうという
とは考えていませんでした。相手がそうしてくることも想
定もしませんでした。それは変化の先読み対応の欠如と
言えるでしょう。読もうと思えば、その業界の人であるなら
ば起こることは分ったはずですので可能だったかもしれ
ません。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

強みを活かし事業競争力を高めたのは「勝ち組」のＡ
ｐｐｌｅの事例です。先ほど弱みとは何か申し上げましたが、
電話通信の技術標準関連特許についてＡｐｐｌｅ は技術
を持っていませんでした。この特許は膨大にあったわけ
で、必須特許での差止めが、もし効くとなったならば事業
をすることは不可能でした。差止めができない、ライセン
スは受けることができる、という経営判断をし、儲かるなら
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ばロイヤルティを払えばいい、ということで事業に参入し
た、と私は思います。これはすごい決断をしたと思いま
す。
もう一つは次の、強みを放出しない弱みの解消戦略を
徹底したということです。だから iPhone を構成する技術
に 1 号機はクアルコムのチップを使っていません。他社
の携帯電話には殆どクアルコムのチップが使用されてい
ました。クアルコムのチップを使うならば、自分たちの知
財をある意味で無力化されることになることが分っていた
ので、敢えて使わずに１号機を出したのだと思います。
事業責任者は、一番いい部品を使いたいのが大方の
考えです。競争に勝ちたいから当然です、しかし、それ
をあえて使わないで 1 世代前のデバイスを使っても事業
に勝てることは iＰod をやって分ったことだと思います。
そうしたこともしっかり考えていることから競争力の源泉と
なる自社の知財を、いかに大切にしているかを知ること
ができます。
＝知財の主な「強み」＝
・１０年以上の研究開発成果の MacOS（Ｎextstep）
を基本に UserI/F、
・ｉＴｕｎｅｓ知的財産に基づく iPod の成功によるブラ
ンド力＋iOS、マルチタッチ特許、
・UserI/F 特許、デザイン特許＋⇒トレードドレス
こうした知財の中で最も価値があるのはコモンローの
国で得られるトレードドレスだと思います。
経営者自身がそうしたことを実行して事業に成功し、
結論としてクアルコムのチップが制約なしで使われてい
るのだと思います。
私が想像したのは、 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔの時代にナップクロ
ーズで、みんなＯＳのライセンスは更新するなら他のライ
センシーにもＯＳに関して権利行使するな、と言われた
時に、うちは随分損をすると思いました。ファクシミリやワ
ープロの特許はソフトウェア内蔵の特許で、それは取っ
ておりました。今度パソコンになれば汎用機になりますし、
ソフトウェアを入れればワープロにもなりますので、ワー
プロの特許のライセンシーがパソコンでワープロを使うと
特許料をもらえなくなってしまいます。ライセンシーも訴
えるなとすればうちの権利は無力化されるわけです。
知的財産を持っていない会社にとっては非常にありが
たい契約であるとは思いますが、それを持っている会社
にとっては特許収入をなくすことになって、不公平である
と思いました。ＩＢＭはやはりＭｉｃｒｏｓｏｆｔのソフトウェア（Ｏ
Ｓ）を使っていますが、ＩＢＭは Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔのナップクロ
ーズを受け入れるはずがないだろう、もし受け入れたと
するならば多くの会社からロイヤルティをもらっているＯ
Ｓに関係したロイヤルティは貰えなくなるわけです。そん
な条件で ＩＢＭは受け入れないだろうから、例外がある
と思っていました。後に聞いたことはやはり例外でした。
そうした例外もあることをジョブズが知っていたかはど
うか分りませんが、クアルコムの件も要するに例外がある。
すなわち事業で勝つならば無条件で買ってくれよ、と言
ってくると読んだような気もします。

いつも一番いい技術でなければならないということも
ないし、段階的に iPhone の技術を高めたことも素晴らし
いことであると思います。自分の大事な知財の放出をし
ないことを徹底しています。さまざまな会社と交渉する時
にも、脅かされても決してそれは崩さない姿勢がありま
す。こうした経営者の方針のもとで強くなっていった会社
だと思っております。
しかし、最後の方は不争契約をしだして、取引先に働
きかけた会社になったと思います。これはエコシステム
をやるためには仕方がない、物を供給する人たちが自
分たちでエコシステムができるようになっていないと、結
局相手に知財を無力化されてしまうのではないかと思い
ます。そういう世の中の要請があるならば、造る方でグル
ープを組みエコシステムに対応をしていかないと、結局
は知財を無力化されてしまいます。エコシステムをやら
ざるを得ないということで、連動してものを造る方もエコシ
ステムを考える必要があるのではないかと思います。
取引先でない競合企業、例えばグーグルに対する弱
みの解消には「攻めの特許」を購入して対応していたと
思います。この点はグーグルも同じでした。私の実践し
た「攻めの特許」による「強みを増し」、「弱みを解消」する
のは王道であることは確認できました。

ＦＲＡＮＤ宣言された標準必須の特許の問題がすべて
解決した訳ではありません。訴訟の過程でも必須特許で
ないのに必須特許として主張されたり、特許の有効性を
否定されたり、標準必須技術として普及している技術がＦ
ＲＡＮＤ宣言をしてない第三者の特許権を侵害する場合
等が問題として指摘されています。
第三者特許権の侵害の問題は標準化の過程で、第三
者の特許を充分調査せず、権利者からＦＲＡＮＤ実施の
許諾を得ないで標準化したことに起因していると思いま
す。
【講義資料 Ⅳ－２】

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

標準の必須特許（ＦＲＡＮＤ宣言特許）に関する係争が
多発しましたが判決等で、ＦＲＡＮＤ宣言された標準必須
特許では（条件付きであるが）事業の差止ができないし、
実施料も極低額という結果が出ています。
日、米、欧の結果は「◆ 標準の必須特許（ＦＲＡＮＤ
宣言特許）に関する判決等」にまとめてあります。（条件
付き）とは必須特許のライセンスを受ける意志があること
です。詳しくは、上記記載の事件の詳細をご確認下さ
い。
ＩＳＯ，ＩＴＵ，ＩＥＣ等の標準化団体はＦＲＡＮＤ宣言を
することは求めているが、Ｒ（リーズナブル）を含め宣言
の妥当性、特許の有効性等については関与していませ
ん。

インダストリー4.0 の時代に、私の意見は、システムが
欧米のシステムに繋がることは必要であるとは思います
が 「支配されない、知財の強みを活かして、国益に適う
イノベーションシステムの構築」が必要であると思います。
行政庁の方の話など聞いても、そのような考えでいること
は間違いありません。そうでなければわが国が完全に支
配されてしまい、もう勝てないと思います。
次に 「事業競争力の源泉は何なのだろうか」。今まで
と同じように技術・知財・標準、それからものをつくる事業
分野ごとのＩｏＴデータベース、そのデータベースは一番
競争力の源泉になると思います。分析技術・人工知能・ソ
リューション・営業機密・ビジネスモデル・ビジネスモデル
特許・自前の標準プラットフォーム・契約と交渉力、等な
ど。そうした考えが大事になってくると思います。
「知財戦略」が、三位一体の先読み情報の共有に基づ
き、事業強化の技術・知財・標準化戦略、協調と競争の進
化拡大戦略、 契約と交渉の戦略」というものが知財戦略
で大事になってきます
知財システムズというとその対象は、多様となるが知財
の本質は排他権であることは変わりません。そうであるな
らば 事業の弱みを消し、強みを増す、知財戦略の要諦
は同じはずです。
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【講義資料 Ⅳ－３】

ＩｏＴ時代に向け特許庁から「IoT 関連技術の審査基準
等ついて（＊）」(平成 28 年 11 月 特許庁 調整課審
査準室)が発行されました。下記ＵＲＬを参照下さい。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/iot_shinsa_161101
.htm
（＊＊）平成 29 年 3 月改更
「IoT 関連技術の審査基準等について～ IoT、AI 、３
Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンド
ブックの適用について～」
（平成 29 年 3 月 29 日 特許庁 調整課審査準室）
を参照ください。

（出典 講義ｐｐｔより掲載）

「課題」として掲げたものは、
◆「事業競争力の源泉」はといえば、知財及び司法制
度もＩｏＴ・人工知能・ビッグデータ・クロスボーダー に対
応した改革が必要だということは言われていますが、検
討中でどのようにするかについては決まっていません。
これは国によっても、米国と欧州では立場が違いますし、
わが国にあってはもっと違います。
米国はビッグデータで支配しようとしますから、データ
ベースアクセス権は自由にさせろ、と言っています。そ
れを自由にしたら、わが国勢は強みをなくしてしまいま
すから、自前のものをつくるほかありません。全く対照的
なことを言っているわけです。
○例示として
☆分野ごとのＩｏＴデータ ベースは最も重要な知的資
産になります。では保護はどうかといえば、現行法
に加えて改正法が必要になります。改正法でどれだ
け保護されるかはまだはっきり分っていません。現
時点でトータルな知財としての保護ではなく、部分
的に、著作物、営業秘密、又は特許による保護がさ
れるが、競争力の源泉として重要な資産なので改正
法での十分な保護を期待したいと考えます。
☆ビジネスモデルというのは IoＴ ビジネス特許で保護
されます。国ごとの侵害に関わる問題の解決も必要
ですが、法的にははっきりしていません。クラウドと
言いますが、どこにサーバーがあってどこにアウト
プットが出るのかさえ分かりません。属地主義でひと
つの国で侵害行為が完成していればはっきりしま
すが、これからはその状態ばかりでなく、国を跨る
侵害行為が多くなってしまうわけです。従って、国を
跨る侵害の問題の解決が必要になります。
ビジネスモデル特許に関しては。審査基準を参考
にしていただければと思います。

これは、ＩｏＴ のために作成した審査基準です。行政
庁もこれを推奨していますが、どちらかといえばビジネス
方法の特許です。一時期、ビジネス方法の特許は乱立し
たために、ほとんど裁判所で無効にされました。ビジネス
方法の類はソフトウェアの特許です。わが国の発明の定
義からすると、自然法則を利用してとなっていますので、
ソフトウェアは自然法則を利用していません。従ってソフ
トウェア自体は特許としては認めてくれませんでした。
しかし、コンピューターやメモリーなどハードウェアと
の関係付けをすれば、そのハードウェアは自然法則を使
っていますので、結びつけているソフトウェアは特許とし
て認めています。すると、ＩｏＴは今のビジネスモデルの
中に必然的にかつ具体的にハードウェアの要件が入る
ことになり、ビジネスモデル特許に最適です。行政庁も
推奨しますと言っています。今までは推奨しませんでし
たが、ＩｏＴの時代になったら出してください、という風に
変化しています。
反対に米国では、現在ビジネスモデル特許を取得し
にくくしています。なぜかと言えば、パテントトロールとい
って、事業をしていない人たちが特許を買ってきて企業
を攻撃して多額のお金を取っています。 その標的にな
っているのはビジネスモデル特許が多いわけです。米
国最高裁の判決が出てビジネス方法の特許取得すること
が難しくなっています。それだけ見ればアンチパテント
時代に入ったと見る人もいますが、ビジネス方法のみに
限っています。大手Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔもグーグルもそうですし、
ＩＢＭ もやられたら困るからＩＴ産業界で何とかしてくれと
いうことにったのかもしれません、最高裁もそれに迎合し
たような判決が出ています。
わが国とは程度が違います。米国では特許の要件に
自然法則という制限がないので、ビジネスそのものが特
許になり、非常に広い範囲をカバーしています。しかし、
現在わが国と同じように、事実上ハードウェアの条件が
なければ通さない方向にトーンダウンしてきて、わが国
のレベルからすれば同じ程度になってきたともいえま
す。
わが国のビジネスモデル特許は健全ですが、権利の
範囲はさほど広くはありません。ＩｏＴを考えるとビジネス
モデル特許は、わが国にも向いているのではないでしょ
うか。技術そのものは今までと同じであっても、その使い
方や新しい工法が出てきて新しい特許になる可能性は
かなり高いと思います。
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特許庁の冊子をご覧いただくとＩｏＴの事例サンプルが
いっぱい載っています。このように親切な審査基準がで
きたのは嬉しいことです。是非 ＩｏＴ に関連する企業の
皆さんは、会社の事例と合わせて参照・検討されると良
いと思います。要するに、権利を取るときに大事なことは
ビジネスに活用できるように取るということです。
先にも申しましたが、事例で分っていることが大事で
す。情報として共有できれば、今まで以上に知財部門と
事業部門との連携を助長することにもなるでしょう。

ら損得が分かるような法務部門にしていかないとグロ
ーバルに耐えられないと思います。ましてやアルファ
（α）・ベータ（β）の評価などはできないということにな
ります。

＊「自前の標準のプラットフォーム」はつながることが必
要ですが、国際標準化が必要になっています。標準
化は繋がりつつ、なおかつ自前のものにするにはどう
すればよいのか、標準化のつくり方は非常に難しいも
のになりますし、国際競争力に強く影響する極めて重
要なことであると思います。標準で繋がるけれども、そ
の中でわが国勢だけは見ることができて、相手からは
見られないような仕組みをつくることが大事でだと思い
ます。「こぶつき標準」と称していますが、わが国は国
際標準には従うけれど、コブつきの標準の部分につ
いては相手側には行かないようにすることも考えられ
ると思います。

◆「事業強化の戦略・組織・機能のつながり」は
＊これは繋がり、即ち組織・機能・活動のつながりがよ
り必要になります。会社の中では事業部は独立してい
て事業部間の連携などしていないのが現実であると思
います。これからの問題は事業部間の連携が必ず必
要になってきます。更に企業間の事業連携協業がより
必要となります。
◆「知財人材」は
＊全体を俯瞰して戦略的に活動できる能力が必要とな
ると思います。

以上、ＩｏＴ時代に対応する知財のあり方、戦略のあり方
のまとめとしてお話いたしました。

◆事業に対する「事業競争力の源泉」の「強み」、「弱み」
の実態の認識は？把握は？
＊各々の競争力の源泉が決まらないと、その「強み」、
「弱み」の実態の認識、把握は困難で、源泉の各々の
相対的な比較が必要ですが、競争力の源泉が具体化
してみないと分かりません。方向としてはそうなるだろ
うということはあります。現実は起きておりませんので
具体的な手の打ちようがありません。しかし、今読んで
決断をしなければならないことです。それに従って手
を打たないとまた手遅れになるだろうと思います。
◆「弱み」を消し、「強」みを増す「協調と競争戦略」（深
化・拡大）戦略（α・β）は
＊これが一番大事になることです。いずれにしても、
事業・技術・知財戦略の把握と戦略的な交渉力と契約
力が非常に大事になってくるのではないかということ
です。
ここで申し上げたいのは、契約と交渉について企業の
中で知財と法務に分かれている会社があります。これ
は非常にまずいと思います。交渉は知財でやって、契
約が法務というバターンになると、交渉内容を契約に
きちんと落し込むことができない可能性があります。
法務の役目は、法律に触れるか触れないかをチェック
することにポイントがありますが、片や知財のチェック
は事業に対する損得です。法務の人も知財契約を見
るのであるならば損得が分からなければ機能しませ
ん。
事業の内容をよく熟知して、この技術を使うと会社が得
になるのかならないのか、或る技術を相手に許与した
ら事業競争力の損得はどうなるのかということもわから
ないと交渉と契約はできないということです。現行だけ
でなく、将来も含めて その会社の特有の事業戦略か
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質疑 意見交換

Q）自前のデータが一番大事であるとの話がありました。
その蓄積するプラットフォームを構成するにあたりデータ
をつなげて塊で共有しないと有効なものにはなりません。
一つの方策として新聞にも載っておりましたが情報銀行
のような形にして、利用者に仲介をしながら提供していく
というような記事がありました。IT 総合戦略本部の指導
で現在検証段階にあります。産業界としても自分たちの
生産データは個人情報と同じぐらい重要なものです。こう
した仕組みの有効性あるいはその限界についてお伺い
します。
A） 特許ニュースをご存知でしょうか。業界の経済産業調
査会が発行いる冊子です。その 1 月号に特許庁長官、ビ
ッグデータを扱う企業の社長、総合科学技術会議の委員、
三者の対談が載っています。結局、ビッグデータを 1 社
が独占所有するということには、皆が納得しないでしょう
から、シティ（限られたエリア）で管理することを提案して
います。
例えば、九州は九州のみでコントロールをする仕組み
をつくります。九州のために役立つ仕組みである限りで
はこのデータベースは自由に使いましょう。同様に、北
海道では北海道のためにのみデータベースを使うように
したならば、皆の納得を得られるのではないだろうかと
いう発想です。この辺りは本音かどうかわかりませんが、
結局データベースを扱う企業はデータベースを収集して、
シティのためにという名目で認めてくれれば形にはでき
るわけです。すると収集段階までは自由になります。
自由に収集するまでには、個人情報など難しいものも付
いていて障害がありますが、シティのためになればよい
のではという妥協案です。これが認められると、次には
全国レベルの話がだんだん出てくるでしょう。そして米国
のビッグデータがそうであるように、アクセス権は自由に
してほしいということが本音だと思います。総合科学技術
会議メンバーの方も同じような考えを示しています
それに対して特許庁長官は、著作権はフェアユース
であると言ってはいます。米国でデータは活用して、グ
ーグルではすべて電子化して、しかる後にクレームがあ
れば訂正したり削除します、という考えで進めています。
ですから、日本もある程度そのような形にしないとデータ
ベースはできないと思います。むしろ、そうしたことを推
奨するようなことも言っています。データベースをつくる
のに支障が多いので、それを取り払うことに関して、どこ
かの部署が預かって公的な立場のどこがやれば納得す
るのかという発想であると思います。
問題はデータベースをつくりやすくするにはどうしたら
できるかということだと思います。一社が独占するというこ
とになると現在の ICT 時代のＡｐｐｌｅとグーグルと同じ関
係になりますが、その状態を好ましくないと思っている人
は多くいます。それに対して、米国ではデータベースを
複数のビッグデータ会社がコンソーシアムを組んで分担
してコントロールしてしまおうと考えています。

一社独占ではないものの、実力を持っている会社であ
ることには変わりありませんし、そこに日本の会社のデー
タも入っています。ビッグデータの人たちの考えとそれ
以外の人とはその考え方に大きな差がありますので、そ
の折り合い（調整）をどのようにしてするか検討している
のではないでしょうか。
Q）先々はどうなるかわからないということでしょうか。
A）経済産業省でそのような見解が出されたということは、
シティ構想と同じように公共のためにという前提を置いて
スタートすれば、ビッグデータも取りやすくはなるという
試みであると思います。それをスタートとして次第に伝播
していくと、結局はビッグデータを取りやすくする方向に
進むと思います。日本がシティ管理にすると言ったら、米
国のビッグデータ企業も納得するだろうということです。
シティが管理するということは、日本だけの問題ですが、
その仕組みが動いた時に果たしてうまくいくかという疑問
もあります。
ひとつはドイツの仕組みと繋がらなければならないわ
けです。一方で繋がりながらも、他方ではシティのため
にだけ運用すれば、ドイツには何のメリットがあるか、つ
まり日本のデータをドイツはどう活用できるのかという問
題が必ず出てきます。シティのためとは、私は見かけだ
けではないかと思っております。繋がる以上、ドイツは何
かを要求しているわけで、そこに情報が入ってしまえば
ビジネスで活用すると思います。
ふたつには、ビッグデータを特定の人に取らせるのは
よくない、と言う反発もあって、それを解消するひとつの
アイデアであると思います。問題は相手とつながることが
必要なのであって、繋がらなければ日本だけ独自のシス
テムになり、国際的には第 4 次産業革命に連携したシス
テムにはなりません。絶対に繋がることにはなると思いま
す。繋がっても日本のシティのためだけに活用するとい
うことはありえません。納得させるための一つの手段では
ないかと思います。
Q）IoT の T は、ノウハウ・知的財産・特許とか日本のコン
ピテンスの塊であると思いますが、I は先生がご説明した
ようにグーグルやアマゾンなど全く別世界の企業が権利
を巡って登場してどのようになるでしょうか。そのコンフリ
クトをどう解消できるかという大命題があると思います。T
が曖昧な環境の中で競争力を毀損することになるリスク
もあります。
欧州では I の中にさまざま権利情報もあるでしょうが、
著作権情報に関しては交渉権が各国にしかありません。
EU 全体で著作権の交渉を含めて、グーグルが各国に交
渉権を渡さないように、域内で５～６年かけて何度も交渉
をしていますが、成果は出ていないと思います。わが国
には問題意識もなければ議論も一部の人しかしていま
せん。
思惑があって整理できないと思います。EU は分った
上で対米交渉をしたり、対アジアを含めて交渉してどうす
れば得になるか相当考えを巡らせています。
A）欧州は米国と違ってデータベースにはさほど自由に
アクセスさせないように考えていると思います。その理由
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として、様々な問題点があることを口実に使っていると思
います。米国のビッグデータの人たちの要求通りに流れ
ていったら欧州の敗北です。
欧州は自分たちのためになるように仕組みを考えます。
ドイツを見れば、欧州の利益になる仕組みは、ドイツの
産業が世界的に強さを維持するために創ったシステム
ですから、それを弱めることを彼らはしたくないわけです。
しかし、繋がらないようにするとは言えませんので、ドイ
ツの考えている方向で繋がりますと言っているだけだと
思います
米国のビッグデータは、それでは不満でアクセス権は
自由によこせ、と言っているのだと思います。そうした事
情もあると思います。表に出てきていることは、ドイツも日
本も同様に考えるべきだと思いますが、ドイツはそんな
にオープンにはしないと思います。日本で言えば、日本
の独特なものはオープン＆クローズとしてクローズの中
に置きたいということでしょう。
T）参考情報ですが、上海政府が交通量を緻密に捕捉し
ています。彼らがうまいのはそのデータベースでデータ
を集めると同時に、誰がアクセスできるのかということを
最初に議論しています。ですから上海の交通量とか交通
データに関しては、日本人・外国人はアクセスできませ
ん。ひとりでにデータがうまく集まり、使うのは結局大学と
か公的機関ということになります。日本の先ほどの雑誌を
読んでいませんが、もう少しどう使うかというコンセプトも
含めて議論したほうがいいと思います。そういう意味では
中国はしっかりしています。
もう一点ですが、上海の都市単位ですと、仮に今日、
上海から蘇州に行きたいとします。交通量を分析したくて
も蘇州のシミュレーションでは不可能です。 日によって
そのスタイルは違っています。彼等もデータのことは考
えているのでしょう。多分シティ単位でやるとそうした問
題は起きます。
Q）今 M&A に関する業務についていますが、自社のオ
ーガニックでやるのが良いのか、業務提携をするのがい
いのか、あるいは買収するのがいいのか、
この3種類を巡って悩んでいるケースが結構多いので
はと思います。技術的な経営をするという観点で、３種類
のケースでミシン目になるようなクライテリアがあるのでし
ょうか。
A）非常に難しいと思うのは、どこの会社とそうした関係を
結ぶのかによりますが、企業文化が違うとなかなか難し
いと思います。特に、欧米同士は結びやすいと思います
が、買収の場合には日本企業と欧米企業で人たちの交
流が上手くいくのでしょうか。技術を買収して、その技術
を日本で吸収してシナジー効果を出そうとするならば、
その目的は達成すると思います。ところが買収にしても、
株だけ買収して相手の会社はそのまま存在している状
態になれば、シナジー効果を出すような連携が取れるの
でしょうか。文化も違うし、彼らには彼らのめざす経営が
あるでしょう。
その経営方針をお互いに独立性を維持しながらシナ
ジー効果を出すということは難しいと思います。

買収が本当に難しいのは、香港にある日本企業には香
港の人は務めたくないと言います。日本流の経営スタイ
ルをもって海外に出て、海外の人を雇ってもなかなか納
得してくれません。日本がグローバル展開で海外に進出
した時に、社長をはじめ主要なポストは日本人が占めて
います。そこに入る海外の人たちはそれを我慢する人し
か来ません。本当に有能な人を雇用しようとするなら、そ
の人たちに委ねる必要があります。
任せることができる人がいるか否かが、問題になるわ
けで、かねての会社の例で言えば、イギリス人に任せた
のが最初の事例です。その人はプライオリティを持って
仕事をしますが、実際に任せたのはイギリスエリアのみ
でした。他のエリアまでの能力はないので、日本人が支
配的な立場を維持していました。これでは本当のグロー
バルではありません。だから本当にグローバルを指向す
るならば、経営そのものも国籍を問わずに、誰がやって
もうまくいくような企業体質にしなければグローバルでは
ありません。日本の企業でそこまで至っている企業はな
いと思います。
買収は買収した後、人的な交流が必要であるとするな
らば非常に難しいと思います。買収の目的は何であるか
です。知財であれば、知財のデューデリジェンスは誰が
できるかということになります。買収する事務所の人がや
ります、とは言いますが、ほとんど書式的なことしか行っ
ておりません。内容まで第三者とどうした関係があって、
何が残り、何が他社に行ってしまっているか、これを短期
間でデューデリジェンスするのは非常に難しいことです。
私も知財を中心にしたデューデリジェンスを何回か行い
ましたが、その道で専門の弁護士と一緒に行って短期間
に読んで理解するだけです。その分野によほど精通して
いないと契約書を読んでもピンと来ません。それをやりこ
なすことは大変なことで、一般的に買収の際に知財のデ
ューデリジェンスというのは形式的にしか行っていませ
ん。行ったにしても実態は多分調べられていないでしょ
う。
そういう状態で買収した後にとんでもないことも起きま
す。知財が大事で買収するとするならば、それは自分た
ちでしっかりデューデリジェンスをやらなければなりませ
ん。他人任せでは駄目で、弁護士も全ての分野のデュ
ーデリジェンスはできません。
私とて自分の分野であるならば、定義を見て契約はわ
かりますが、異分野のことはほとんどわかりません。どう
いう分野を与えているか、どういう分野をもらっているか、
というような内容は契約を見て判断しなければなりませし、
コピーなどはいただけません。短時間のうちにそれを見
極めることは大変な作業です。
一般にデューデリジェンスという言葉が使われていま
すが、知財のデューデリジェンスほど難しいものはありま
せん。知財を大事にする買収でデューデリジェンスをす
るならば、知財に明るい人がやらなければ意味はないと
思います。
私の経験ですが、優秀な海外の方は、成果が出ると自
分で独立してベンチャーを起業したいという人は結構い
ます。優秀な人ほどそうした気持ちが強いわけで、そうし
た人を処遇する技術が頭の中に残っている分野であれ
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ば、担当させなければ辞めてしまいます。すると研究開
発で一生懸命やっていただいても、その成果は社内に
は残らないわけです。そういう意味で、外国の方が日本
と同じような感覚で研究をしてくれるのでしょうか、という
ことも難しいと思います。

全体のまとめ
課題
課題としては、テキストに書いてクエスチョンマークを
付していることが重要な課題であると思います。私ならば
クエスチョンマークで留められますが、現役の皆さんは
実践しなければなりません。
現役の皆さんは自分の会社でどのようにするかが問わ
れますので、クエスチョンではなく決断しなければなりま
せん。自分の会社のために考えることと一般論で考える
ことでは、その真剣度が違います。解答を出して進んで
いかないと手遅れになります。
国でも年内には大どころの結論を出すとは言っていま
すが、今のところ方針についても結論が出ていないと思
います。産業間についても連携しているはずですから、
当該分野の企業であれば関連している部局と連携が取
れるならば早めにとった方がよいと思いますし、企業サ
イドの方が動向や情報は速く掴めると思います。コネクト
できるような情報を早く手に入れることが必要であると思
います。ただ、情報の公開は遅れています。
インターネットで見る限りですが、委員会活動している
ことは分りますが大事なところは公表していません。した
がって、大事なところは自分たちが検討する立場で入込
まないと、密接で関心のある実際の情報は入手できない
と思います。そうしたことを想定しながら、方針のような大
きな動きから予測を立てながら読んで、自社の方針を決
めていく必要もあります。出されてから受動的に対応して
も、遅きに失します。海外他国では、もっと進んでいます
ので一刻も早く行動に移していかなければなりません。
課題と書いてあるところで、知的財産の人材が 1 番目
だと思います。今でさえ知財人材は事業と関係ないとこ
ろで仕事をしている人が圧倒的に多いわけです。事業
は知財と相互に関係なく仕事はできないと思います。密
接に連携して事業のために動いていないと全く効果が出
ません。事業との関連は今まで以上に強くなると思いま
すし、アバウトで事業に関係しているのでは済まなくなる
と思います
私は事業との連携が大事であると考え、最初から事業
を中心に連携をしていましたので一対一で活動ができま
した。今でもそうした経験もないままの人がいるでしょうか
ら、知財の人たちが一番戸惑うだろうと思います。それは、
企業の知財の人たちが本当に事業と連携すること、そし
て事業部の方々にも知財の意識がなければできませ
ん。

もちろん、経営者の方々が意識を持っていただくこと
が最重要です。そうでななければ知財人材も活動ができ
なくなります。仕事をしているつもりでも、実は作業をして
いるという結果になって、戦略的な仕事がほとんどできな
くなってしまいます。戦略的な仕事が出来ないということ
はすでに負けということにもなります。
それを社長自身ができる会社であるならばよいのです
が、大会社では知財部門が組織的にありますのでそれ
は無理かもしれません。知財人材というのは知財部門の
人のみではありません。知財を管掌する人は社内で相
当な優秀な人材を配置しない限り機能不全になると思い
ます。従って、組織的かつ機能的に出来るようなことを考
えるべきだろうと思います。
ある人は、今の知財の人は駄目だから調達（採用）し
なければならないとも言います。今までの考えがずっと
染みついていると大改革はできません。過去のことは捨
てて、これからはこういうことをやるように切替えるくらい
の意識改革ができないと改革は非常に難しいわけです。
一方、今まで事業と密接に連携して戦略的に全体を俯瞰
しながら、知財を会社全体の仕事として担っていた方は、
その延長線上でずっと続けて行けばよいと思います。
大企業では知財部門の業務は出願のみ行っている場
合があると思います。出願は将来コンピューター、ＡＩで
行うようになるのではとも言われています。発明さえもコ
ンピューターが行うと言われる時代です。出願のような仕
事はなくなってしまう可能性もあると言われております。
出願は戦略的に事業に活用するところまで結びつけるこ
とが価値を生むことになります。
これから知財部門は最も変貌すると予測ができます。
今までやっていることから見れば大変化になるはずです。
すると、変化に対応できない人が出てきてしまいます。
単純な知財で活用の仕方が限られるのではなく、広範で
経営を担う知財、他のものと関連させて活用するというこ
とが必要になりますから、相当幅広い視野と知見を持っ
た人でないと実際には効果的に動けないと思います。
現状のままでは、日本はますますだめになってしまい
ます。意識改革ができるかどうかが勝負です。そのため
には企業はトップから意識改革をしないとまず無理でしょ
う。事業責任者も事業部門もそうした意識を持って、事業
が知財の損得に影響するならば得をする方に活用する
ことです。逆に活用されてしまう状態になったら敗北で
す。
皆様の会社で知財に関してどのような文書規定がある
でしょうか。何々をしてはいけない、あるいはこれしかや
ってはいけないという規定はあまりないと思います。私の
かねての会社で知財規定はかなり自由度があってやり
たいことをやりたいようにできました。
知財を事業に活用するスタンスで広くものを見て、活
力ある会社にし、国力を高める。そうした認識を持って知
財活動に臨んでいただければと思います。
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（文責 技術立脚型経営研究会）

