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　  社会環境の変化の中で
　　　　企業の目指すべき方向性

伊藤　特許制度ができて130年経ち、時代とともに
知財制度の役割も様々に変わってきていると思って
おります。日本は特許の世界ではトップレベルと自
負はしていますが、日本自体が持っている科学技術
の水準を今後いかに高めていくか、我々が如何に役
に立っているのか、常に問い続けているつもりです。
　特に日本はモノづくりでこれまで競争力を高めて
きましたが、ITなどの新しい技術の波が押し寄せ、
様々な変化が起こっていると理解しています。その
中で昨年の『エコノミスト』にも、特許制度はイノ
ベーションにとって本当にプラスなのかという、や
や根源的なことを問う記事も出ました。そうような
問題提起は度々なされるようですが、改めてもう一
度見直してみる必要があるのではないかと思ってお
ります。このように情報化やグローバルな情勢変化
の中で、これからどうなるのかを見通すような議論
を今回できればと考えています。
　まず、企業としての事業展開や技術開発の分野で
方向を世界的をリードされている、トヨタさんの内
山田会長からお話をいただければと思います。

燃料電池自動車で新しい局面へ

内山田　特に我々のような製造業ですと、グローバ

ル競争の中で、新技術や新商品の開発と知財戦略
は切っても切れない関係がございます。我々は製造
業ですので、知財権でビジネスをするというより
は、製品を売るときに、技術競争や知財競争に負け
て、他社からクレームを受けないように、先行開発
を重視して、早めに知財で守っておくことがこれま
での進め方でした。一方、環境技術については、最
初から独占せずに、広まることが大事だということ
でやってきました。
　そして、いま新しい局面が出てきています。それ
は燃料電池自動車です。これまでは自動車という、
ある意味インフラも形も既に出来上がったものの中
で、新技術をどうやって投入するかという競争を
やってきましたが、燃料電池自動車は、もう一度ゼ
ロからインフラを作らなければいけません。特に立
ち上がりのところでは仲間がたくさんいないといけ
ません。そこで我々が20年以上研究してきた中で保
有している約5700件の特許を、無償で使っていただ
くという方針を打ち出しました。これは我々の知財
戦略の歴史の中では非常に大きな変化でした。イン
フラも含めて世の中にないものをゼロからやるとい
うときにはある意味、このような動きも必要ではな
いかと思っております。

1990年代に大きな転換点

渡部　特許制度についていまいろいろな議論があり
ますが、本来的に結構よくできている制度でもある
と思っています。ただし、大きな環境変化によって
節目を迎えていることも事実と思います。
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　この制度自身は、成文法として1474年のベニスの
特許法がはじまりで、その時代には、新規性と有用
性という、いまの特許制度の基本ができていました。
ただ有用性の判断が非常に厳しく、役立つ技術が完
成しているものに対して特許権を与えるというもの
でした。当時は粉引き機や水車といった必ず役立つ
機械などに対して特許権を与えていたことから、事
実上、イノベーションの保護だったと思います。そ
の仕組みでずっと来て、独占権を得た人自身が特許
を運用するということが行われている限り、支障は
ほとんど出てこなかったものと思います。大きな変
化が起きた転換点は1990年代あたりだったと思われ
ます。
　昭和43年（1968年）の「明日をひらく特許」とい
う特許庁の古い冊子の中で１製品当たりの特許の数
を調査しているのですが、当時の調査で５件くらい
です。現在では、トヨタさんの１台の自動車あるい
は無線通信の仕組みに、約10万件の特許が使われて
いると言われています。
　このように、一つの製品にたくさん特許がある中
の１件でも他人の特許に抵触していることで、市場
化が妨げられるのは適切なのかなど、いろいろな問
題が指摘されるようになってきたわけです。
　マクロで見ると、アメリカの現行の特許制度の下
でのIT分野では、特許がもたらす専有可能性からの
経済的便益は、訴訟などいろいろなコストの増大に
よってどんどん小さくなっていき、逆転しているか
もしれないということが起きてきたのが1990年以降
の話だと思います。
　そういう中で日本は、もともと製造業の強い国で

すから、製造業をしっかりと守る、あるいはそれ
を発展させるための特許ということで、戦後は技術
導入の時期がありましたが、高度成長を経た時点で
年間約20万件の特許出願で大体自社の製品をカバー
していたのだと思います。そのあとIBM事件など特
許訴訟に苦しめられるものだから、クロスライセン
スなどに持ち込むためにまた出願が増加したわけで
す。そして、年間の特許出願が50万件ぐらいになり、
ピークを迎えます。以降、欧米だけではなく、新興
国の、それこそエンフォースメントが必ずしも十分
ではない国にまで事業活動が及んだときに、日本企
業の特許の使い方も変化をしてきているのではない
かと思っています。
伊藤　日本の、特にエレクトロニクス分野において、
最初は世界シェアの高い商品が短いと２～３年で急
速に外国企業にシェアを奪われている、よく言われ
る「技術で勝ってビジネスで負ける」状況を巡る議
論が、頻繁に行われています。また、企業サイドも、
経営と研究開発と知財を三位一体の戦略として進め
る意識が、経営層、各現場部門で強まってきている
と思います。企業の知財部人員についても技術系の
エリートの人が配属され、知財部主導で戦略を考え
るという動きも見られます。そういう意味で、企業
も変わってきていると思います。
　また、中小企業でも、経営層の意識は高まってい
るようですが、具体的にどうやっていいのか、よく
見えているわけではないようです。中小企業の知財
への取組をどのように仕向けるのか、早急に議論し
なければならない状況になっているのではないかと
思っています。テレビで放映された「下町ロケット」

のように世の中の関心が高まる形で問題提起もされ
ているので、知財に馴染みのない方にも、ぜひ関心
を持っていただきたいと思っているところです。

知財のオープン・クローズ戦略

伊藤　先ほどご紹介がありましたが、ちょうど１年
前にアナウンスされたトヨタさんの燃料電池の特許
の無償開放の話について、その背景、考え方などを
お話しいただけますか。
内山田　ハイブリッドのときは最初から競争状態の
中でした。燃料電池自動車の場合、いままで自動車
産業が競争をしてきたのとは違うフィールドに入っ
ていくわけで、ここは競争するよりも、協調、協力
してやらなければいけない状態、すなわち、みんな
で協力することが求められていると思います。
　我々は水素の研究をしていて、車側だけではなく
インフラ側の特許もいくつか持っていました。これ
らについては我々が使うことはありませんので、期
限を設けずにいつまででも使ってもらって良いとい
う判断をしました。これはインフラ側も、我々の知
財で使えるものがあるのだったら使って、インフラ
を早く整備していただいたほうが全体としてはいい
だろうという考え方です。
　最初は社内でも「せっかく生み出した特許なのに」
という声もありましたが、「次の第２フェーズで今
度は競争領域に入っていくのだから、いつまでも最
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初に作った知財にしがみついていないで次のものを
開発しろ」というふうに言っています。先ほど長官
もおっしゃっていましたが、知財にはいろいろな側
面があります。たとえば中小企業の場合はむしろオ
ンリーワン技術が非常に大事になります。そのオン
リーワン技術を担保するために知財が必要であるの
は私も理解できます。一概に知財はこういうやり方
で使わなければいけないとか、このことのために確
立するのだといったものでもないような気もします。
伊藤　これは企業におけるオープン・クローズ戦略
の話だと思います。最初、私は定型の何か勝利の方
程式を明らかにする議論かと思っていましたが、次
第にそういうことではないということが分かってき
ました。ツールとしての知財とか、標準とかがあり、
戦略は企業あるいは技術や市場の置かれている状況
の中でどの程度の優位性があるのか、どのレイヤー
のところを押さえているのか、あるいは、そこにど
の程度競合関係があるのか等々によって全部、パ
ターンが違っていて、それらを総合し、リスクと決
断力の下、判断するものだと理解しています。様々
なツールをどう使うか徹底的に考えるという姿勢が
大事ということです。
　私も2000年代初頭に資源エネルギー庁で、一生懸
命燃料電池を立ち上げようと、様々な可能性にチャ
レンジする時期がありました。会社同士の連携も、
いまとなっては、あのときに組まれていた会社とま
た全然違う組合せでいろいろ進めておられると見て
います。そういう中で、トヨタさんの場合には、技
術として初期の段階のものがようやく展望が少し見
えてきた段階において、優位性も考慮されて技術を

オープンにして、むしろ仲間づくりのところで「こ
れでやってみませんか」というご提案をされたのだ
と思うのです。それは１つの分かりやすいオープン
戦略の事例で期待しているところです。

IBMの知財戦略

渡部　トヨタさんの燃料電池における特許の開放の
話については詳しく伺ったことがあります。水素社
会の実現が目的であり、それを実現させるためには
多くのプレーヤー、企業の協力関係が必要であると
説明されたのは非常に共感をよんだと思います。
　オープンイノベーションの中で、特にビジネスエ
コシステムが複雑かつ多岐にわたったとき、どう
いう施策をとるか、この20年～30年、いろいろな形
で試みられてきました。その中で最初にそれが比較
的うまくいったのは、実は技術そのものではなく
著作権、ソフトウェアの世界だったのです。例と
しては、オープンソースソフトウェア（OSS）とい
う、要はソースコードを公開し、これをコモンズで
やっていったほうがいいと、MITのプログラマー、
リチャード・ストールマンが言い出し、この考え方
のもとで成功したソフトウェアとしてはLinuxがあ
ります。このLinuxをビジネスに一番うまく使った
のは、実はIBMさんだったと思います。IBMさんは
大きなシステムを作るときに、これだけは自分だけ
しかできないというものは必ず持っておくのですが、
その周りのものは全部自分で作るのは大変だから、
結局、Linuxに投資をしてOSSで作ったのがうまく
いったのだと思います。その後のIBMさんの知財戦

略を見ていると、かつてのプロプラエタリーな方針
からずいぶんオープンな方針に変わりました。でも、
全部オープンに変わっているわけではなくて、自分
の中でこの部分は競争するけど、この周りのところ
はみんなで一緒にやりましょうという、オープンと
クローズの双方がある構造に変わっていったのです。
　IBMさんの主導でエコ・パテントコモンズという、
特許のコモンズの仕組みを提唱されたりしているの
を見て、これは著作権のソフトウェアでうまくいっ
たものを、今度は特許や技術にどんどん転用しよう
と考えられたのだと私は理解をしています。学者か
ら見ると、それが特許だけではなく、さらに商標な
どいろいろなものに広がりつつあるように見えます。
　トヨタさんだけではなく、テスラさんも電気自動
車で特許開放をやられたりしていますが、実はそう
いう動きは他にも結構あります。
　これから先、もっとそういうふう方向に進むので
はないかと思います。特に、IoTの進展がこの傾向
を加速すると思います。IoTのこのビジネスエコシ
ステムは複雑かつ多岐にわたっていて、協力関係の
ところを作らないと、全体の生産性が上がらないの
です。しかし、企業は必ず競争していますので、全
部オープンには絶対になりません。それは製造技術
の部分であったり、特許だけではなくノウハウ、あ
るいはビジネスモデルに特徴があるかもしれません。
必ず競争領域で持っておいて、オープンな領域を上
手に使っていくのです。これはオープンな領域に
入ってこられる方々にとっても悪い話ではありませ
ん。自分たちが知財を持っていない新興国の事業者
さんなどは、そこを開放してもらえば事業ができる

わけですから、新興国との連携ではこのオープン領
域はうまくいくことが多いです。そういうグローバ
ルな戦略でのいろいろな競争が始まっているように
私には見えます。
伊藤　オープン・クローズ戦略に密接に関わる営業
秘密の制度も抜本的に強化する方向で改定が行われ
罰則も強化されたので、特許庁でもその使い方も含
めて独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）
で相談を受けるような体制を2014年２月に整えまし
た。元々、中小企業のためと考えていたのですが、
意外と大企業の方も相談に来られて、既に200件ほ
ど相談に対応していると報告を受けており、悩まれ
ている方が多いと感じています。
　それから、私がこの議論で思うのは、知財と標準
を作り、それらをうまく組み合わせていくことが
大事だと思っています。しかし、日本企業は、標準
を、特に国際的に作っていくところがなかなか得意
ではなく、仲間作りの力が弱くヨーロッパ勢に負け
てしまうところがあります。自動車など日本が最も
強い産業分野において、知財のみならず、国際標準
をどう作り、それらを組み合わせて競争力を高めて
いく段階に来ていると思います。トヨタさんのよう
に世界をリードされているところでうまく成功事例
を作っていただきたいと強く願っております。

　オープンイノベーション
　　　　　　　　　　による標準化

内山田　これは、先ほど先生もおっしゃっていた
オープンイノベーションのやり方ととても関係があ
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ると思います。日本企業はいままであまりオープン
イノベーションを積極的にやってきませんでした。
我々もそうですが、自分の中に抱え込んで、上流か
ら製品化まで自分の中でやることが多く、その中で
自分のやったものをなるべく標準になるようにと
考えますから、大きく標準化するという広がりには
ならず、結果的によく言われるガラパゴスみたいな
ことになりがちなわけです。もちろんインハウスで
しっかりやる部分もまだ残るとは思いますが、大き
な流れとしてこれからはオープンイノベーションを
積極的に進めないといけないと思います。
　ただ、これもいろいろなやり方があります。同業
者同士とのオープンイノベーション。異業種との
オープンイノベーション。もう１つは、アカデミア
とのオープンイノベーション。あるいはそれらの組
み合わせがあります。いま我々はいろいろなトライ
をしていますが、やはり最後は、そういう活動の中
から出てくる知財をどう扱うのか。オープンイノ
ベーションを進めていく上で知財をどうするかを
セットで決めていかないとうまく駆動しません。逆
にこれを上手にやれば、みんなが協力して確立した
知財はわりとそのまま標準になるということです。
　いま内閣府の総合科学技術イノベーション会議で
私もいろいろ調べているのですが、ヨーロッパは
上手にオープンイノベーションをやっています。み
んなで作ったもので標準化すれば、みんなが最初か
らそれを受け入れる事ができます。そういう素地が
できた中で標準化をやっていますから、非常に力強
い動きになります。一方、日本は個別の企業や大学
がやっていたものを持ち寄って、「さあ、標準化は

どうしましょうか」というところから議論するので、
どうしても遅れてしまいます。
　標準化とオープンイノベーション、それからオー
プンイノベーションと知財戦略は密接につながって
いるのではないかという気がします。

ITの活用に向けた取り組み

伊藤　いまの話とも関わるのですが、自動車の技術
の中にITが深く組み込まれ始めています。トヨタさ
んもITを活用し、2020年に高速道路で自動運転を実
現すると言われていますが、自動車とITが今後どの
ように融合するのか、また、融合に向けてどのあた
りが課題であるのか、お聞きしたいと思います。

競争をする中で協調を探る

内山田　自動車だけではないと思いますが、ITをど
のように使うかは、これからの産業の競争力の一番
ベースになる事だと思います。たとえば製造業では
ドイツを中心に「インダストリー4.0」がありますし、
サービス、製造業も含めてアメリカではIoT、すな
わちITといろいろなものとの関係性が重要になって
きており、その中で新しい価値を出そうとしていま
す。自動車も、自動運転やサービス、エンターテイ
メント、さらに車のメンテナンスに至るまで、これ
からはビッグデータを処理し、それを車に返してあ

げるような仕組みが重要になってくると思います。
　もう１つは、いままでは１つの個体であった車に
GPSと通信モジュールを載せて、インターネットあ
るいはクラウドにつなぐと、これが社会システムの
一部になるわけです。社会の中で蠢いてるだけの車
が、車そのものがセンサーになって、社会システム
とやりとりをする、そうすると、我々がいままで
思っていた自動車とはまったく違う世界で、逆にい
うと、自動車会社にも想像がつかないようなことが
起きます。
　そこでITが大事だからといって上流から下流まで
全部自前でやっていくかというと、残念ながら、そ
のスピード感や人材、それに必要な技術がこれまで
我々が持っていたものと全然違います。ですから
我々も、IT業界となんらかのオープンイノベーショ
ンをやらなければいけませんし、ラップしたところ
が協調領域になっていくわけですが、やっかいなの
は、IT業界そのものに競争領域が非常に多い上に、
自動車会社同士もまた競争をしている中で、協調す
るところを探しながら進めていくのは非常に難しい
です。
　我々は、一部のIT業界の会社などと一緒に仕事を
してきましたが、従来の我々の仕事のやり方とまっ
たく異なるので、その仕事のやり方をどうアジャス
トするか、それから、おのおのの業界が持っている
協調と競争の関係をどうやってうまくコラボレー
ションに持ち込み、納得しあうのか。おそらくそれ
は、考えてやるのではなく、やりながら考えるとこ
ろだと思います。大きなテーマですが、それを突破
していかないといけないと思っています。

多様なオプションとの組み合わせ

渡部　実はオープンイノベーションと一言で言って
も結構たくさんオプションがあります。外の知識を
内に入れるインバウンドのオプションと自分の知識
を外に使うアウトバウンドのオプションの２つあり
ます。今回、トヨタさんの特許開放は、内のものを
外へ、産学連携などは外のものを内への具体例です。
その２つに加え、金銭的なオプションと非金銭的な
オプションなどがありますが、オープンイノベー
ションを最初に言い出したヘンリー・チェスブロウ

（Henry Chesbrough）というUCバークレーの先生が
挙げているオプションは、全部で20近くもあります。
　オープン＆クローズ戦略の話というのは、分かり
やすく言うと、開放する側の市場と自分がクロー
ズドにしている市場の間に関係があるときに、非常
にうまくいきます。簡単に言うと、例えばAdobeの
ReaderとAcrobatの関係。実はそれでここ10年ぐら
いでものすごく成功している会社があってこういう
メカニズムがあることを経営学者が発見して、オー
プン＆クローズ戦略の理論的な背景になっているわ
けです。
　IoTみたいなものになりますと、プレーヤーがも
のすごく多くなります。しかも、ベンチャーはいる
し、グローバルにどこでもつながるので、物理的制
約がありません。だから、いままで我々が研究対象
としていたビジネスエコシステムの中で、下手する
とケタが２つぐらい大きなものを扱わないといけな
いのがいまのチャレンジです。
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　IoTにより全体の生産性が良くなりますが、全体
の生産性が良くなるのと、個々の企業のどこに利益
が落ちるかは別問題で、そういうものを解析しつつ、
企業の戦略と、国はどうしたらいいのかということ
を、１年ぐらいではっきりさせていかないといけな
いのだろうと思っています。

データは天然資源か

渡部　そのときに１つポイントになるのは、定型
的な知財権ではないですが、データです。データ
がIoTの現場から大量に発生しています。実は人工
知能を持っている企業はデータが欲しいわけです。

「データは天然資源である」という主張をされている
メーカーもあります。ですが、例えば自動車のデー
タが天然資源かという考え方は受け入れられるのか
どうか分かりません。１年ほど整理して、論点をはっ
きりさせる必要があるのではないかと思っています。
戦略の先生やデータ分析の先生と議論していこうと
思っているところです。
内山田　まさに先生のおっしゃったようなことが
我々としても喫緊の検討課題になっています。先ほ
ども述べましたが、社会システムの一部になるとい
うことでは、走っている車がいろいろなデータを取
るのですが、その取ったデータは誰のものなのか、
それを勝手に使っているのか、許可をもらって使っ
ているのか、あるいは使ってはいけないのを使って
いるのか、まだ社会的コンセンサスのないようなも
のがこれからいっぱい出てきます。
　もう１つは、セキュリティーの問題があります。

最近は、自動運転車などでカメラがどんどん搭載さ
れるようになってきました。いまは撮影データをス
タンドアローンで自動運転のために使っているだけ
ですが、そのデータを通信で送ってやれば、いろい
ろな映像から新しいことができるわけです。ただ
走っているだけで、たとえば最新の地図ができるよ
うなことが考えられますが、そのときにそのデータ
は誰のものなのでしょう。
渡部　地図の知財権は誰のものか、とかいう観点で
すね。
　特許と意匠と商標とさらに著作権、さらにその先、
全体でこれからいろいろなことが起こるという状態
が続くのだと思います。ただ、その競争も始まって
いるので、実際は今年１年である程度見通しをつけ
ていくことが必要な時期に来ているような気がしま
す。
伊藤　ビッグデータの話は、プライバシーの保護の
問題とも密接ですし、セキュリティーの問題にも関
わってくると考えています。
　ITがあまりにも使い易いので、これらの問題が
まだあまり議論されないままに、利用が進んだ場合、
IT活用の動きをセキュリティーやプライバシーなど
の問題がひとつでも起こると止めてしまって、数年
遅れてしまうことを懸念しています。ここは、政府
の方で議論の舞台を作って進めていかないとなかな
か上手くいかないのではないかと感じてます。
渡部　結論までは出なくても、「こういう絵柄にな
る」というコンセンサスが重要ではないかと思いま
す。

国境を越えるITデータ

内山田　それとITデータの場合は勝手に国を越えて
しまうわけですから、この対処も要るのではないか
という気がします。
渡部　今回、トヨタさんなどが特許開放をやられた
ことに似たものとして、実は特許制度の中にライセ
ンス・オブ・ライトという、差止請求権のない特許
に近い取り扱いを特許に当てはめていこうというよ
うにも見えます。いまでもこの制度はドイツとイギ
リスにありますが、開放を宣言すると事実上同様の
効果があって、利用関係にある改良発明みたいなも
のも、実際はその開放した特許の川下にあると権利
行使がしにくくなるわけです。
　しかし、アメリカ人がIT分野だとライセンス・オ
ブ・ライトみたいなものは便利だと思っても、各国
の制度を全部変えることはできない。契約だとか権
利不行使宣言だとかで、国境を越えて影響力を及ぼ
すことが可能です。グローバルなシーンではこうい
う工夫が求められているのだと思います。それも新
興国などに及ぼさないといけないわけだから、IoT
も必ずこういう発想で考えないといけないだろうと
思います。
内山田　いまもう１つ苦慮していますのは、いまま
で車を作るといえば、その中でだいたいプレーヤー
が決まっていたので、自分たちのやっている技術が
他社の知財権に抵触していないかをわりと調べやす
かったのです。しかし、車がITの技術をどんどん
使い出すと、マークすべき会社がどんなところか分

からないのです。ソフトウェアになるとさらにそれ
が顕著になります。いままで自分たちがまったく知
らなかったところから、ある日突然、警告を受ける
ことが現実にあちこちで起きています。世の中には、
そういう特許を持っている会社を買い占めて、それ
を売ってビジネスをするようなファンドまで現れて
いる程です。いま少し沈静化し出したのですが、こ
れには我々も非常に苦慮しています。
渡部　おっしゃるとおりで、IoTの分析をしましょ
うといっても、どこを分析していいか分からないで
すよね。例えばこの会社ではここがIoTの分野だと
思う分野の関係性を特許データから調べて、それを
横に広げていったときに、「あれ、こんな会社が？」
というのが出てくるわけです。
　そういうような発想で見ていかないといけないの
で、ビジネスエコシステムはいままでの業界別な
どでは全然だめなので、ものすごく巨大になってし
まっているという話です。
伊藤　NPE（Non Practicing Entity：不実施主体）
というか、いわゆるトロールの問題がアメリカでは
活発に議論されています。ITが様々な技術分野にお
いて普及し、ITに関する技術が特許・知財の世界に
どんどん入ってくることによって、そういう問題が
起こるのではないかとも考えられます。他方、技術
標準については、実施に必要な特許が使われる必要
があるため、様々な工夫をしながら標準特許にして、
もう少しみんなが使いやすくするといった取組も進
んできています。それでも、特許権者と実施者の間
でのネゴシエーションが常に円滑にいくわけではな
く、通信などの世界では大きな課題になっていると
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いうことだと思います。
　トロールの問題については、アメリカにおいて、
最高裁がソフトウェアの特許の特許適格性を厳格に
する判断をしました。この判決の影響を受けてアメ
リカで活躍しにくくなった人たちが、他国に行って
同様のビジネスモデルをやろうとしている可能性も
出てきているので、そのあたりを危惧しています。
　一方で、権利は保護をしなければいけません。こ
のバランスが、特許制度全体について問われている
のではないかと思っています。
渡部　試行錯誤です。アメリカは最近パテントト
ロール対策でIPR（Inter Parte Review）という当事
者間のレビューを導入して、これで特許がかなり無
効になっていますが、これを逆手にとったビジネス
が出始めています。製薬ベンチャーなどはごく少数
の特許でやっていますから、この特許をIPRに申し
立てると、大体実績で70％無効になっていますので、
これで株価が動いてしまうようです。このように株
価を動かしてヘッジファンドが儲けるとか、こんな
ものまで出てきてしまった。
内山田　イタチごっこみたいになるということです
ね。

知財制度は工夫して使う

渡部　ただ一方で、Googleとキヤノンとかがやって
いるLOTNETにスプリンギング・ライセンスという
仕組みがあり、パテントトロールに譲渡した途端に
契約条項が発効して、会員全部にライセンスすると
か、いろいろな工夫をこちらも考えているというよ

うな状況にあります。国の制度はそんなに細かいと
ころまで手が届きませんから、そこは民間側でいろ
いろ工夫することと、組み合わせをするしかないの
だろうなという感じがします。
伊藤　ITのような特許が膨大に出てくるような世
界と、薬品のように何十年掛けて１つの特許が出て
くる世界とはまったくビジネスモデルが異なるので、
知財制度として分けるべきだという議論は、ある程
度理解はできますが、権利を付与するという観点から
すると、相当、難しいのではないかと感じています。
　使う方が、それぞれの分野の特性に応じて知財を
使っていただくしかなく、あとは紛争が起こったと
きに、どの程度解決しやすくできるかの工夫を行う
必要はあると思います。特許を２つの制度に割るわ
けにはいきません。
渡部　おっしゃったように使う側の工夫ですね。そ
れこそ先ほどの特許の開放だとか、いろいろな工夫
の中でやれることをできるだけやる。あとは裁判の
ところに少し調整機能があるので、そういうものを
使って工夫するということだと考えています。その
２つがうまく動くように制度を調整するので、それ
こそ三位一体かもしれません。

　　産業を発達させるために
　　　　　　　知財をどう使うか

伊藤　使う方の工夫を後押しする環境ですが、アメ

リカでは相談できる人がどんどん増えているような
感じがします。一方、日本はまだ少ないと感じてお
り、知財の活用についてアドバイスやコンサルでき
るような機能が、もっと強くなっていかないといけ
ないと感じています。
　大企業は自社の中でしっかりした人材を持ってお
られますが、中小企業がいま持っている技術をど
のようにうまく生かせるのかとなると、体制的に弱
いのではないかと思っています。国のほうも人材を
派遣するなど、公的な支援制度を用意してはいます。
初期の段階はこのような支援でいいかもしれません
が、経済全体に影響を及ぼすようなことになってく
ると、知財の活用を請け負ってアドバイスやコンサ
ルをするビジネスが発生し、そこに優秀な人が行く
ようにならないといけないのではないでしょうか。
日本の知財人材も、育っていかないと世界に負けて
しまうのではないかと危惧しております。

経営の視点から知財を見る

渡部　経営戦略としては、全社戦略の階層、事業戦
略の階層、機能戦略の階層の３階層があると教科書
的には言うことができます。ところが、いまここで
議論している話は、その産業を発達させるために知
財をどうやって使うかということですから、まさし
く事業戦略のレベル、あるいは場合によって全社戦
略のレベルで考えないといけません。いままでこの
レベルにいる知財の人があまりいなかったと思いま
すが、このレベルの知財の人がいないといけません。
そして、その人物は、経営の視界や視点で知財を見

る目が必要です。
　ASEAN進出でも、進出後の悩みの筆頭は、欧米
企業、日本企業、中国企業、韓国企業共通して知財
の問題です。だから、事前にいろいろな戦略を立て
ないといけないわけです。
　知財部門の人から怒られるかもしれませんが、知
財の人は「それは進めると危ないですよ。」というの
に留まっていて、「その事業を発展させるためにこ
ういうやり方で」とコンサルをしていないのではな
いでしょうか。まだ、経営者層に期待されるそうい
う受け皿になっていないのかもしれないという感じ
がします。

　知財の必要性を
　　　　　経営者が言い続けること

内山田　問題になるのは、企業戦略の中での知財戦
略の観点です。実際の権利化活動とその理屈はあ
る程度分かるのですが、そういう活動に対する経営
トップの意識と、もう１つはそれをやる人材につい
て考えなければなりません。
　特に人材のほうから話をしますと、いま各大学が
知財部門などをそれぞれに設けていますが、我々か
ら見ると規模が非常に小さく、また、知財戦略や全
体の目利き的な個別のことについてはなかなか分か
りにくく、特に大企業以外はそういう人材の面で課
題を抱えているのではないかと思います。もう少し
第三者機関や公的機関のサポートが必要であり、そ
してそのような人材としては、経験を積んだベテラ
ンのほうがいいわけですから、大企業のOBの人が
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サポートしてあげるようなことが必要だと思いま
す。
　次に、経営者の知財に対する認識というのは企業
戦略そのものなので、どうしろこうしろというのは
ないのですが、いつも「知財は企業戦略にとって大
事だ」といってやってきた結果がやはり、その会社
の知財のレベルだと思います。だから経営者が、知
財が大事であることを継続的に言い続けることが大
切です。今回の燃料電池のオープンライセンスを提
案してきたのは知財部です。彼らが会社の戦略と、
自分たちの持っている知財という財産をどう使った
ら一番いいのか、それを考えてくれていたという事
が私は非常にうれしかったし、そういう意味では経
営者のスタンスと、それからそれをやる知財の人材
のポテンシャル、この2つがないとなかなかうまく
いかないと思います。
渡部　いま、東京大学で戦略タスクフォースリー
ダー養成プログラムという人材育成プログラムを作
りまして、第１期は大手メーカーさんから27人参加
していただき、戦略の話をテーマにしてプログラム
を集中的にやりました。他の会社と自分の会社は違
うから、うちで抱えている課題はうちだけのものだ
と皆さん思っていらっしゃるのですが、話をしてい
ただくと、実はみんな共通している課題が多い。業
界が違うと観点が違うので、これは非常に役立つと
言われました。
　特にIoTのようになってくると、相手がいないと
戦略は作れませんから、異業種の方々のディスカッ
ションが、これから人材育成には大事になります。
知財の方こそそういうものに参加されることが重要

ではないかと思います。
内山田　おそらくいまのいろいろな知財の考え方、
枠組みにも、新しい概念が要るのかもしれません。
いまは、データが勝手に国を越えていってしまいま
す。これもITが進歩したからで、これまでの経済や
価値観・考え方の枠組みが大きく変わりました。
渡部　逆にいうと、全部つながっていて、そこでい
いモデルがあって戦略を打つと、効果は絶大になる、
そういう世界に差し掛かっていますね。

 　産学連携による
 　イノベーション創出の取り組み

伊藤　産業間のオープンイノベーション以外に、産
学の関係も大きな課題です。日本は、その部分はア
メリカに比べるとはるかに遅れていると感じていま
す。ここには大学や研究機関、それと企業の両方に
課題があると思っています。
　大村智先生（北里大学特別栄誉教授）が「イベル
メクチン」の開発でノーベル賞を取られ、産学連携
における非常にいいモデルであるという形でスポッ
トライトを浴びています。トヨタさんも今度、MIT
などと一緒になってアメリカで研究センターを作ら
れようとしています。日本はいままでアメリカを手
本として産学連携のモデルを構築してきていますが、
産学連携のこれまでの評価、そして、いま渡部先生
の東大が中心になっていろいろ新しい取り組みにも

着手されておられるので、その状況をご紹介いただ
きながら問題提起をいただければと思います。

エコシステム重視の産学連携を

渡部　日本の産学連携は、大学法人が組織的に関
わった歴史はまだ浅く、わずか10年ぐらいです。ア
メリカは1980年位から進めてきて、1990年代～2000
年代、アメリカの場合はバイオベンチャーを中心に
産学連携が非常にうまくいきました。日本で、それ
をモデルにした技術移転促進法が1998年にでき、そ
れから、バイドール法も入れてということでやって
きたのだと思います。
　東京大学の場合、技術移転や特許の数も年間500
件以上だけど本当にそれを十分生かせているのかと
いうところだと思います。
　日本の大学の多くは、大企業との連携が中心でし
た。アメリカのモデルだとベンチャーを出さない
といけないわけですが、ベンチャーの特許の数は全
体の数％です。ただ、東京大学のベンチャーはい
ま224社あって、時価総額を積算すると１兆円を超
えるぐらいの規模にはなってきましたから、ベン
チャーはベンチャーでこの調子で一生懸命やってい
かなければいけないと考えています。
　一方、大企業との連携となると、連携の規模も小
さく、人材育成や研究者のサポートをするような研
究などに留まっていて、イノベーションに結び付く
形にはなっていないのではないかと感じています。
　知財の問題だけではなく、仕組みそのものももっ
とクリエーティブにしないといけないのではでしょ

うか。特許１件がどうのこうのとかやっているの
ではなく、知財にしても、さまざまな契約にして
も、それこそ大学の戦略レベルに引き上げてあげな
いといけません。そうしたときに、企業さんの実質
的な将来を担わせていただけるような研究を一緒に
やることができるようにしないといけないのだろう
と思っています。
　ただ、そのときに企業１社との関係で技術だけの
関係で考えるより、本来、大学の価値はどこにあ
るのか、そこには人材もあるし、さまざまなネット
ワークもあって、大学の中だけに価値があるわけで
はなく、実は外にもいろいろ価値があり、企業との
連携に使うという観点でないといけません。
　例えばベンチャーは、アメリカの場合は９対１ぐ
らいM＆Aで大企業が買うのですが、日本の場合は
上場のほうが多いです。上場が多いのは必ずしもい
いことではありません。もっと企業にはベンチャー
に関心を持ってもらいたいと思うのですが、いまの
ところは外国企業のほうが買っていくわけです。特
許がどうとか、大企業と大学だけの関係でもない、
まさしくベンチャー、大企業、大学の構成するエコ
システムを発展させることを重視する産学連携を
やっていく必要があるのではないかと考えています。

見過ごせない中小企業の産学連携

内山田　日本の産学連携を歴史的に見ると、先生と
のお付き合いとか、あるいはある先生の研究を応援
してあげたいという、社会貢献活動的な産学連携か
ら始まっています。だから、世界の中で見ると、産
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業界からアカデミアに流れる研究資金の絶対額がも
のすごく少ないのです。産業界からカネが流れてい
ないということは産学連携があまり積極的に行われ
ていない、１つの証拠だと思います。
　いま日本の産業界は、キャッチアップではなく、
自らリードしていかないと国際競争に負けてしまう、
現状を打破しないといけない状況になり、やっと真
の産学連携が始まり出しています。新素材などは少
し前からそういうムーブメントが起きていて、自分
たちだけでは打破できず、基礎科学の力を借りない
と新しい材料ができなくなってきていますが、いま
全産業領域でそういうことが起こり出しているので
はないかと思います。そのためには産業界がニーズ
を出して、研究者の方にもそれに応えていただくこ
とが必要です。
　しかし、現実にフランスでもドイツでも、アメリ
カでもそうですが、研究開発法人のようなものが間
に介在しています。日本もたとえば産総研とか理研
などが介在し、大学のリソーセスを研究所に持って
きたり、それから民間のリソーセスを研究所に持っ
てきたりして、それを介して還流が始まります。
　もう１つ、産学連携で見過ごしてはいけないのは
中小企業の産学連携です。私も地元のほうでお手伝
いしているのですけども、中小企業から見ると、い
くら大学側が平易に説明しても敷居が高すぎるの
と、日々、社内でそんなに人を充てられないという
こともあります。ですから、やはり地方の研究所の
ようなところとか、地域でそういうことがやれる場
を作ってあげなければできません。北陸地方では産
学連携が進んでいて、オンリーワン的、世界でマー

ケットシェアの高い中小企業がけっこうあり、うま
くやっています。これを手本にやっていけば、これ
からの成果が期待できるのではないかと思います。
伊藤　最近、徳島大学では特許収入が伸びています。
コーディネーターの方のつなぎ方が非常に重要な要
素と考えています。中小企業の人は大学というと非
常に敷居が高いと考えて、逆に大学の人は、自分の
やっている研究は企業に使えるようなものではない
だろうと思ってしまっているのではないでしょうか。
お互いにものすギャップがあるわけですが、両方の
話を聞いていて、うまくつなげることで、お見合い
が成立していったようです。いろいろな企業を知っ
ている地銀さんを通じてネットワークを作ったので、
早くにそういうお見合いをやることができたという
話を聞き納得しました。

大企業のOBを日本全体で活用する

内山田　知財もそうですが、産学連携ももっと大企
業のOBの方を日本全体で活用したほうがいいので
はないかと思います。会社によって違いますが、い
ま60歳といっても皆さんものすごくお元気で、しか
もそれまで培ったノウハウの固まりみたいな人がい
るわけです。そういう人たちに産学連携コーディ
ネーターや、あるいは知財コーディネーターとして
活躍してもらえれば、日本全体としてはものすごく
いいのではないかという感じがします。実際にそう
いうことをやっている大学や自治体も増えてきてい
ます。

信金のネットワークの強さ

渡部　2014年から、知的財産戦略本部で地方の知財
政策をしております。私は座長ですから、自分でテー
マになっている問題の感覚を持たないといけないの
で、特許庁にお世話になっていろいろ現地のヒアリ
ングをさせてもらいましたが、やはりいい話がある
のです。そもそも金融機関は大事なのですが、地域
の中小企業が会員になっている信金さんは基本、バ
ランスシートしか見ていませんでした。苦しくなっ
てきたら経営指導をするのですが、実際はリストラ
です。そうではなくて、ある地域の信金さんが知的
資産評価表をって「おたくの会社は何が強みですか」
と聞いてみたら、ゴルフクラブを作っている会社
ですが、鍛造で作っていました。初めてそれを信
金の幹部の方が聞いたらしいのです。いままでは
興味がなかったわけですね。信金の幹部の方は人
のネットワークがすごく、神戸製鋼のOBの技術者
を紹介したら、実際に生産性が上がったらしいの
です。
　信金の人は、自分の会員企業2000社の家族構成ま
で知っています。盆暮れ正月には経営者はみんな
企業を回っていますから、「おたくのお姉さんは英
語が堪能ですから、輸出をしたらどうですか」とか、
それでうまくいったというお話が聞けました。
　そこのポイントの１つは、好景気で仕事があると、
中小企業は余分な人がいないので新しい開発がで
きないのです。逆にいうと、新しい開発をやってい
る企業というのは、信金から見ると仕事が無くてバ

ランスシートが悪くなっている企業です。しかしこ
こでリストラするのではなく、応援してあげないと
新しいこともできません。その次に、先ほどの企業
のOBの話、つまりネットワーク作りです。全国的
にそういうことをやる必要があります。日本の中小
製造業は定義にもよりますけれど、20万社～40万社
の間です。特許出願している会社はその中のわずか
３万ぐらいしかない。しかし、いま、申し上げたよ
うな金融機関などの支援や、様々な政府の取り組み
によって、おそらく効果は出てくるという感じがし
ます。
伊藤　日本の企業もフロントランナーとして走って
いかなければいけないのですが、長期投資を継続
的に行えるところばかりではなくなってきています。
一方、大学には、継続的に研究を進められる機能が
あり、企業の足りない部分を大学が補う仕組みがで
きればそのシナジー効果は非常に高いと思っていま
す。ですから、大学の取り組みにも期待したいと思っ
ています。
　一方で、企業のほうも大学と協力を進める仕組み
作りを進めなければいけないとは思います。いまま
でのような研究室の先生とのつながりを超えたとこ
ろまで広げていくために、どうやれば企業側の動き
を加速することができるのかご示唆いただけますか。

SIPの場を使った連携を

内山田　いま、大学の個別研究室と企業との個別の
産学連携とかではなくて、「産産学学連携」だとみん
なに言っています。複数の企業と複数の大学。そう
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いう時代に入りつつあるのではないか。特に大学の
ほうが、先生方お一人お一人が専門化されています
から、あるテーマを解決しようとすると、いくつか
の大学の何人かの専門の先生に集まっていただかな
いと解決できないという問題もあります。大学を超
えてチームでやれないかということを前から言って
おります。
　そういう中で、いま内閣府でやっているSIPとか
IMPACT（革新的研究開発推進プログラム）は、場
を作って、そこにみんな集まり、たとえば自動車
関連ではエンジンの燃焼効率の向上というテーマを
SIPで進めています。また、そういう協調領域を増
やすために産業界側も変わらなければいけません。
クロスアポイントメント制度で、大学の先生もいく
つかの組織に属してやることもできるようになりま
したから、そういう新しい産学連携の形を作ってい
きたいと思います。

一国一城の主を組織化する

渡部　大学のほうも、いまの話は大変重要なところ
だし、チャレンジングな話です。大学の先生は一
国一城の主です。この一国一城の主をどうやって組
織化していくかという話になるわけですが、一方で、
自己決定権、モチベーションはやはり重要ですか
ら、そこと組織やプロジェクトの目的をどううまく
整合させていくかが、アドミニストレーションに求
められているという話だと思います。複数大学の連
携というのも、大学発ベンチャーもグローバルに活
躍できるようなものに育てようと思うと、１つの大

学の技術だけではとてもできないのです。テクノロ
ジーロールアップで、この分野は絶対勝てるという
ところでいろいろな大学の先生の技術を集めてベン
チャーを作らないと、とてもグローバルに勝てませ
ん。そういう意味では大学も、自分の部分と協調す
る部分とまさしく戦略的な構築をしないといけない。
そのオーガナイズをどうやっていくかがチャレンジ
だと思います。
内山田　基本的にいまの知財制度の精神というのは、
頑張った人を守ってあげるということではないかと
思いますが、その頑張ったというのもいろいろな頑
張り方があります。その発明が商品になる過程では、
おそらく発明者のアイデアだけではならない。特に
我々製造業が作っている製品と言われているものの
中には、それを評価した人、生産技術を編み出した
人、たくさんの人がいるのに一番もとのアイデアの
人だけが評価されるのかという話も当然、社内には
あります。
　車のようなものになると、後工程の割合のほうが
はるかに大きく、それなしにはいくらアイデアが
あってもモノにはなりません。燃料電池なども、ど
うやって作るかということとセットでなければなら
ないし、みんなで頑張ったから世の中に出ているわ
けで、「頑張った人の権利を守ってあげる」という中
にも、どういう人がどういう頑張り方をしたかとい
うのは多様性があるので、こういうものをみんな認
めてあげないといけないと思います。
　産学連携も、産業界側とアカデミア側がどういう
関わり合い方をしたのか。柔軟性をもって評価でき
るような仕組みが必要ではないかと思います。

複数企業と複数大学の連携

伊藤　会長のおっしゃるとおりです。産学の連携は
これから活性化するだろうと思います。そこでは知
財が重要な要素にきますので、サポートをしていく
必要があると思っています。
　先ほどのお話のように、もっと企業との連携で
あったり、複数企業と複数大学の連携であったり、
連携のあり方が非常に複雑になると思いますので、
それは企業のOBの方のサポートだけでも無理かも
しれません。法律的な専門家の人も含めたサポート
が必要になるかもしれないので、産学官のところで
オープンイノベーションを進めるときに、我々とし
ても施策なり、人材派遣をする良いスキームを考え
てみたいと思っております。
渡部　産学連携の話では、大学はどうしてもひな型
主義のようなものがあり、原則と例外みたいなもの
で処理をしていたということはあると思います。し
かしこれからは、目的に沿ってどういうやり方をす
ればいいのか、そういう考え方で構築をしていかな
いといけないと思います。
　これは分野によっても違っていまして、扱いは難
しいだろうと思っています。それでもなお一から設
計し、いろいろな形で効率良く目的を達成させるの
が一番重要です。
　企業側でも、知財協さんなども機関誌で、産学連
携はやはり目的があって、目的に従って設計する
べきだと。逆にいうと、企業も一時期、ひな型的に
なっていた時期があったものだから、そうではない

やり方をすべきだというような論文が出ていました。
ちょうどいい時期だと思っているのです。

知財関係者に向けて

伊藤　最後に、知財関係や研究開発に携わっている
読者の方々へ、元気づけるようなメッセージをい
ただければと思います。まず私から先にお話しさせ
ていただきますと、特許庁は、審査の迅速化や、質
のいいものを作るところに取り組み、相当な成果を
上げてきております。企業はグローバルな活動をさ
れているので、これをできるだけ海外に発信し、日
本と同じような権利を海外でも容易に取れるように
仕組みを構築することがベースの役割ではないかと
思っています。
　加えて、最後にお話があったように、いろいろな
形のイノベーションの中で知財の使い方も多様化し
ています。日本経済の発展に向けて、非常に重要な
部分だと思っていますので、我々の政策で可能な限
り応援していきたいと考えています。そして、中小
企業や地方企業の方にも使っていただける施策の拡
大をさらに進めていきたいというのが特許庁の思い
です。
内山田　企業の立場から見ますと、攻めるにしても
守るにしても、知財は企業活動の大事な柱の１つだ
と思います。ですから、企業の経営者の方は、知財
そのものにもっと関心を持ってほしいことと、自社
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の知財部門にさらに関心を持ってほしいのです。開
発や設計などの人たちだけに光が当たっているので
はなく、そのパートナーとして一緒に働いている知
財の人たちが知財戦略を作ったり、あるいは権利化
に対して設計者にアドバイスをしたりした結果で企
業活動ができているので、知財戦略が大事であるこ
とと、その知財を担当している人たちにもっと関心
を持ってほしい。関心を持ってくれれば、知財を担
当している人もまた頑張ると思います。弊社の事例
を見ていても、知財部の人は本当によく頑張ってく
れていると思います。
　ただ、そういうことができない中小企業などに対
して、これからみんなで考えなければいけないのは、
大企業のOBの人たちを日本全体でどう活用してい
くか。これをやれば、すごく成果が出てくるのでは
ないかと思っています。

渡部　学者は無責任なことを言うと言われるかもし
れませんが、「変化はチャンス」なのだと思います。
会社の持っている経営資源というのは、基本的に自
分の業界、自分のビジネスのところに照準を合わせ
ているのですが、知財というのはもう少し幅が広い
のです。かなり遠いところでも影響を持てるのが知
財の特徴だと思います。したがって、ビジネスエコ
システムの中で自分が戦略を立てるときに、実は知
財というのはかなり重要なツールであるという意味
で、それこそこれから光が当たっていくのでないか
と思います。ちょうどここ数年の経緯の中で、オー
プン・クローズ戦略などが出てきた背景にはそうい
うことがあると思います。それがますます進みます
ので、変化はチャンスだということで、知財関係の
方に勇気を持っていただきたいところです。
伊藤　本日は、ありがとうございました。




