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いまなぜ戦略的活用か・・実例からみていく

知 的 財 産 の 時 代
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コンテンツはどうする？
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知 的 財 産 基 本 法

知的財産の創造・保護・活用
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知的財産の専門人材の育成
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知的財産とはなにか？知的財産とはなにか？

財産は時代とともに変わってきた！

物物遊 牧 社 会

土地土地農 業 社 会

資本資本業 社 会

物物

物物土地土地
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資本資本工 業 社 会

情報情報情報情報ポスト工業社会

物物土地土地

資本資本 物物土地土地

発明発明 特許権特許権

さまざまな知的財産とその法律

デザインデザイン

考案考案

ブランドブランド

実用新案実用新案

意匠権意匠権

商標商標

5

書籍，映画，音楽書籍，映画，音楽

営業秘密営業秘密

種苗種苗

著作権著作権

不正競争防止法不正競争防止法

種苗法種苗法
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携帯電話は知的財産の集合場所携帯電話は知的財産の集合場所

実用新案権

物品の形状・構造・
組み合わせに関する
考察（小発明）

特許権

自然法則を利用した，
新規性のある，産業
上有用な発明

商標権

商品・役務に使用す
るマーク（文字・図
形・記号など）

著作権

思想または感情を創
作的に表現した美術，
音楽，コンテンツなど

6

意匠権

美感・独自性のある物
品の形状・模様・色彩
に関するデザイン

着メロの著作権使用料等着メロの著作権使用料等
の徴収額（の徴収額（200200５年度）５年度）

９９55億円億円
（（http://www.jasrac.or.jp/release/04/05_2.htmlhttp://www.jasrac.or.jp/release/04/05_2.html））

自動車はもの作りだけではない自動車はもの作りだけではない
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これがすごい！誰でも知っている発明

日本の誇る発明は何か？

↓

カップヌードルがすごい！
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問題は何か？

ラーメン＋カップ では発明にはならない！

解決するべき課題は？

9

ラーメンは割れやすい⇒輸送途中で困る！

ラーメンの下の方に湯が欲しい⇒熱は上に行くから
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カップヌードルのアイデア

10

なぜカップヌードルは強い権利か？

大事なポイントは、

①壊れやすい固形ラーメンをどのように保持するか？

②お湯を固形ラーメンの下に注ぐにはどうするか？

解決！

容器の中間で固形ラーメンを保持する

そのために 容器の形状をバケツ型にする

11

そのために、容器の形状をバケツ型にする。

これが権利となる⇒他社は１０年間、この形状のカップヌードル
は市場に出せなかった！
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戦略とは何か

企業と商品の発展パターン

大企業の場合・精密機械分野

12

大企業の場合・精密機械分野

中小企業の場合＝ニッチで発展

独自技術としての特許網形成

特許による他社排除 特に な領域

さまざまな特許戦略

特許による他社排除＝特にニッチな領域で！

ノウハウとしての秘密保持

他社への実施許諾=ライセンス収入

ライセンス要請 独自開発か／要請か

パッケージ型クロスライセンス

13

パッケ ジ型クロスライセンス

デファクトスタンダード=パテントプール

次世代技術の共同開発･特許の共同取得

デファクトスタンダードのリーダー企業へ
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特許戦略を考える特許戦略を考える

戦略とは戦略とは

－自己のもつ手段の限界に見合った次元に、－自己のもつ手段の限界に見合った次元に、

政策目標の水準をさげる政治的英知－政策目標の水準をさげる政治的英知－

永井陽之助 「現代と戦略」
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特許戦略におけるライセンシングのもつ意味

永井陽之助 「現代と戦略」

自己の持つ手段の限界という意味

現代の技術においては 自己の持つ特許だけで技術商品を現代の技術においては、自己の持つ特許だけで技術商品を
作ることはできない

相互に特許を使用許諾していく

特許ファミリーを形成していく
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あるいはニッチ（隙間、凹み）分野に特化する

中小企業の場合、専門領域を大事にする
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特許戦略：商品力と知財力特許戦略：商品力と知財力

知財強い

商品 知財

商品
弱い

商品
強い

知財強い企業
商品・知財
強い企業
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知 財弱い

ブービー企業 商品強い企業

特許戦略：商品力と知財力特許戦略：商品力と知財力

知財強い

ライセンス戦略 支配固定戦略

商品
弱い

商品
強い
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知 財弱い

恭順戦略 対抗・提携戦略
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恭順戦略から対抗提携戦略へ恭順戦略から対抗提携戦略へ

恭順戦略であれば恭順戦略であれば

ライセンス要請 →ファミリーへの参加

→パテントプールへの参加

対抗／提携戦略への発展対抗／提携戦略への発展
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クロスライセンス →先行者への対抗特許取得

→パッケージクロスライセンス

→標準技術への参加の判断

支配固定戦略からライセンス戦略支配固定戦略からライセンス戦略

支配固定戦略なら支配固定戦略なら →独自特許網形成

デ ク タ ダ ド開発→デファクトスタンダード開発

→ファミリーグループの形成

→パテントプールの中心役

イセ 戦略ならイセ 戦略なら イセ 収入確保

19

ライセンス戦略ならライセンス戦略なら →ライセンス収入確保

→次世代技術の特許の先行
取得
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キャノン社のＬＢＰ特許

強い企業の戦略事例

ＬＢＰ（レーザービームプリンタ）およびＭＦＰ（マルチファンク
ショナルプリンタ）について、キャノン社は圧倒的な競争力
があり、多数の特許権保有。
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ＬＢＰ特許は １万１６４２件

（期間中有効特許数は、４００５件）

ＭＦＰ特許は １万６３２４件

（同 ６１７５件件）

ＬＢＰ等のキャノン社ライセンスの状況

無償包括クロスライセンス 相手2社

有償包括クロスライセンス 相手１社

有償包括ライセンス（無償ライセンスバック付） 相手は多数会社

ロイヤリティ ＬＢＰ ２.２１％（実質 ２．４％）

ＭＦＰ ２.６１％（実質 ２．９１％）
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世界シェア キャノン社 ＬＢＰ ５９％ ＭＦＰ ２９％

ライセンシー ＬＢＰ ９１％ ＭＦＰ ８２％
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高額になる実施料

包括クロスライセンス全体の実施料率は包括クロスライセンス全体の実施料率は

ＬＢＰが ２．４％

ＮＦＰが ２．９１％

本件特許は、３０件分に相当

ＬＢＰは、総計４００５件 ⇒ ×（３０÷４００５）

ＭＦＰは、総計６１７５件 ⇒ ×（３０÷６１７５）
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結局、 ＬＢＰについては本件特許は、０．０１８％の実施料

２兆５８１４億円×０．０１８％＝４億６４６４６万円

ＭＦＰについては本件特許は、０．０１４％の実施料

４兆８７０６億円×０．０１４％＝６億８１８９万円

日立製作所の出願と特許収入日立製作所の出願と特許収入

特許の質への転換特許の質への転換 グローバル化グローバル化

特許料収入

収支差

23
出典：週刊ダイヤモンド

1985年に黒字転換
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電気分野企業の特許料収入電気分野企業の特許料収入

蓄積型技術＝電気分野企業では蓄積型技術＝電気分野企業では

ＩＢＭ

日立

キヤノン

ＩＢＭ

日立

キヤノン

２０００億円

３５０億円

２４０億円

２０００億円

３５０億円

２４０億円

24

日本電気

パイオニア

日本電気

パイオニア

１７０億円

１６０億円

１７０億円

１６０億円

中小企業の特許戦略は

まず考える方向は、ライセンシング戦略

⇒ファミリー企業として、地歩を築く

⇒技術標準のパテントプール活用

もう一つは、ニッチ分野での独自技術開発

⇒狭い分野、他社が手を出さない分野で

25

開発を継続し、特許網を形成

⇒市場の確保が大事、継続が力、

改良特許の蓄積
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ニッチ分野での特許の事例をみていく

卵パックをどのように封をするか

ホッチキスで封！

26

ニッチな領域＝卵パックで改良

ホッチキスでは、作業者が不満

それでは熱で溶着

27
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卵パック、さらに改良

溶着方式では、パックを開けにくい！

それなら紐で開けるのは？

28

ついに最終解決！

紐で開けるのは年寄りが大変！

最後の解決はテープだ！

29
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もう一つの事例＝新薬発明家＝莫大な資産家

個人が新薬を発明し、特許を取得して日米医薬メーカーに特
許実施許諾 莫大な資産許実施許諾。莫大な資産。

上野隆司氏 50歳

慶應義塾大学医学部卒 医学博士

1980年代に、新技術開発事業団における「早石生物情報
伝達プロジェクト」で「機能性脂肪酸群」の新タイプに薬品可
能性発見

30

能性発見。

650を超す特許権を世界で取得。

1996年に開発拠点を米国に。

莫大な特許料収入で巨額資産家へ。

この事例ではどうするか

京都大学 山中教授による大発見＝ノーベル賞の可能性！

万能細胞・・・それまでの人の卵子を用いたＥＳ細胞から

普通の人の細胞を使用して、万能細胞へ

と変換することを可能とした。

万能細胞の場合 脊椎の神経やあらゆる細胞に変化

31

万能細胞の場合、脊椎の神経やあらゆる細胞に変化、

対応していくことができる。

課題！ 特許出願はしているか？

出願するとした場合、どのような内容とするか？
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もう一つ、大事なこと

新たに新技術を考え出した時、どうするか？

権利として確保 特許出願する権利として確保⇒ 特許出願する

実用新案

著作権

不正競争防止法

32

秘密のままに ⇒ 先使用権の活用

不正競争防止法

いまなぜ戦略的活用か・・実例からみていく


