中小企業の知的財産
でニッポンを再生！

本誌2010年10月号の座談会で紹介した特許庁の“地域中小企業知財戦略支援事業”
で、 多くの中小企業経営者にインタビューし、 昨年度は東北、 近畿、 九州、 四国等各
地の経済産業局でも企業訪問やアンケートの設計 ・ 取りまとめなども担当した、 中小
企業における知財支援のエキスパートである土生哲也氏に話を伺った。
９月号に続く今号では、 新しい切り口からの中小企業の知財支援のあり方を提案する。
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1989年 京都大学法学部卒／同年 日本開発銀行（現・㈱日本政策投資銀行）入行、1995年 同行にて新規事業支援室の開設スタッフとなり、
ベンチャー企業向け知的財産権担保融資制度の立ち上げを担当、1998年 新規事業投資㈱（現・DBJキャピタル㈱）でベンチャー投資を担当
（同社の第1 ～ 4号となる株式公開銘柄の投資を手がけ、同社初の社長賞を受賞、同賞の受賞は２度）
2000年12月 弁理士登録、2001年10月 日本政策投資銀行を退職、土生特許事務所を開業
2004年以降、特許庁、関東経済産業局、近畿経済産業局、九州経済産業局等で中小企業の知的財産に関する多数の事業委員を務めている。
● 主な著書
『知的財産の分析手法』（中央経済社・2003年）
『＜入門の入門＞知的財産のしくみ』（日本実業出版社・2007年）
『よくわかる知的財産権担保融資』（金融財政事情研究会・2008年）
『知的財産管理技能検定３級 完全対策講座』（日経BP社・2008年）
『経営に効く ７つの知財力』（発明協会・2010年）
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１．中小企業は何に悩んでいるのか？

表２

中小企業における知的財産権取得の目的

参入障壁形成

68％

模倣・侵害対策

66％

在している」というお話をお伝えしました。ここから

宣伝効果

36％

は、そうした企業のヤル気を“後押し”する方策につ

イメージ向上

32％

いて伺いたいと思います。

社員教育

14％

――前号では、
「知財はユニークさとヤル気の証しである」
「日本各地にそうした知財を持つ中小企業が数多く存

土生：それでは、中小企業の経営者は、どんなことに悩ん
こちらも正解ですね。この設問では複数の選択肢を選べ

でいると思いますか？
――やはり「景気」についてではないですか？

るようにしましたが、約３分の２の企業が「参入障壁の形

土生：それは経済全体の問題なので、個々の企業がコント

成」「模倣・侵害対策」という、独占排他権を活かした効

ロールできる話ではありませんね。景気が悪いと、個々の

果に期待していることが数字に表れています。

企業はどんなことに悩まされるでしょうか？
――景気が悪いと物が売れない……。
「売り上げが伸びな
い」という悩みを抱えていると思います。
土生：そのとおりです。昨年度の九州経済産業局の“企業

さて、この２つのアンケート結果をじっくり見直してみ
ると、何か気づくことがありませんか？
――どちらも予想どおりの結果なので、特に思い浮かびま
せんが……。

経営における知財活用基盤整備事業”で、中小企業を対象

土生：２つの結果を照らし合わせてみた場合、何か矛盾し

に行ったアンケート結果を見てみましょう。

ている部分がありませんか？

表１

中小企業における経営の悩み

私はこの２つの数字を並べ

てみたときに、知財活動に取り組んでもなかなか成果が出

売り上げ減少・低迷

48％

ないという中小企業が少なくない理由の一端が透けて見え

人材不足

９％

た気がして、ハッとしたのですが。

開発品低迷

６％

２．売り上げを増やすために何が必要か？

社員の意識
資金調達

各５％

新規事業の停滞

これは、約1000社の回答をまとめたもので、
「貴社の経

――矛盾ですか？

売り上げが伸び悩み、売り上げを増や

したいと考えている。そこで、知財で参入障壁を築き、
模倣品を排除して……、アレッ？

参入障壁を築くと

営課題は何か？」という問いに対して選択肢の中から１つ

売り上げが増えて悩みが解決することになりますね。

を選んでもらいましたが、約半分の企業が売り上げに関す

土生：そう、そこにねじれがあるんです。売り上げが増え

る悩みを挙げています。

なくて悩んでいるときに、周りに壁を作ると売り上げ増加

――これは思った以上に高い割合ですね。ということは、

につながりますか？ 模倣品が増えてシェアを食われてい

中小企業経営者の悩みに応えるには、売り上げ増加を

るという状況なら、確かに壁を作ることは売り上げ回復に

第一に意識しなければならないわけですか……。

効果的ですが、売り上げが増えなくて悩んでいる多くのケー

土生：そこが大事なポイントです。
「売り上げ増加」を第一

スにおいて、その原因はおそらく模倣品ではないでしょう。

に意識するということをしっかり確認しておきましょう。

一度、頭をリセットして考えてみることにしましょう。

次の質問です。中小企業は、何を目的として特許権をは

我々、知財に関わる者は、「知的財産権を保有すると何

じめとする知的財産権を取得しようとするのでしょうか？

ができるか？」というように、知財からのアプローチで物

――知的財産権には独占排他的な効力がありますから、他

事を考えてしまいがちです。ところが、経営者が求めてい

社の市場参入を防ぐこと。それが最大の目的だと思い

るのは、「知財で何かをする」のではなく、会社を経営す

ます。

るうえでの悩みを解決することなんです。

土生：九州経済産業局のアンケートでは、この点について
も聞いているので、結果を見てみましょう。
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「知財」を出発点にするのではなく、中小企業経営者の
最大の悩みである「売り上げ」において、その売り上げを増

中小企業の知的財産でニッポンを再生！

やすために、
知財のスキルを持つ者に何ができるのか――。

例えば特許を出願する際、先行技術を調査し、出願した

そういったアプローチで考えてみることが必要です。

い発明と対比する作業を行いますが、この過程で自社の技

――少し分かりにくいので、具体的にお願いします。

術の何が新しいのか、特徴となる部分、強みとなる部分が

土生：それでは、売り上げが増えない典型的な理由を以下

どこかということが、客観的に明らかになってきます。

の３つのケースに分類してみましょう。
① 模 倣品が氾濫して市場シェアを奪われ、売り上げが
伸びなくなっている。
② 良い製品を持っているのに、その良さが十分に伝わっ
ていない、または世の中に知られていないために売
り上げに結び付いていない。
③ 会 社側は良い製品だと思っていても、外から見ると
製品の完成度が十分でない。機能か、デザインか、
価格か、ユーザーのニーズに対して何かが足りない
ために、なかなか売り上げに結び付かない。

強みを正しく理解しておかないと、それを効果的に活か
うん ぬん

すこともできません。権利を活かす云々を考える以前に、
知財活動に取り組むことによって、自らの強みを客観的に
理解するという効果が期待できるのです（「無形資産を見
える化する」――第１の知財力）。
また、こうした強みを顧客やパートナーにPRしたいとき、
「特許権を取得している」という情報は、オリジナリティー
が自らにあることを客観的に伝える材料にもなります。
私がベンチャー融資を担当していた時にも、「最初に開
発したのは当社だ！

当社こそが本家本元である」と主張

――ケース①なら、
知財で壁を作るという作戦が有効です。

する経営者が多くいましたが、聞く側には本当にそうなの

土生：ところが問題なのは、ケース①がどの程度存在する

かを確認する手段がありません。

のかということです。金融の経験も含めた私の個人的な感

そうしたときに、特許権を取得しているという事実が客

覚ですが、
おそらく売り上げに悩む多くの中小企業は、ケー

観性のある証拠の一つになるのです（「自社の強みを外部

ス②もしくは③に該当するのではないでしょうか。

に伝える」――第６の知財力）。

それにもかかわらず、独占排他権である知的財産権が有

――今、説明していただいた知財の力、自らの強みを知る

効なのはケース①だけと決めつけて、ケース②や③に該当

力、自らの強みを伝える力は、先ほどの「売り上げが

する企業は「知財は関係ありません、他の方法で頑張って

増えない理由」に活かせそうな気がします。

ください」と割り切ってしまっていいものなのでしょう

土生：そうです。そこがポイントです。製品の良さがうま

か？

ケース②や③であっても「知財で何かやれることが

く伝わらないことが売れない理由であるという場合、知財

ないか」
、そこを考えていかないと、いつまでたっても知

活動を通じて、自社の技術や製品が他と違う部分をよく理

財の仕事の領域は広がっていきません。

解し、その違う部分を知的財産権という形で表現すること

「知財とはこういうもの」と決めつけるのではなく、何
か知財でできることがないかを考える――。
そのためには、
知財の持つ力を多面的に理解しておくことが必要です。

３．知財のさまざまなはたらき“７つの知財力”
――それが、
『経営に効く ７つの知財力』ですね。
土生：知財のはたらきというと、差止請求権や損害賠償請
求権といった法律上の効果を説明されることが多いです
が、
企業が知財活動に取り組むことによって生じる効果は、
法律上の効果に限られるわけではありません。
一つひとつをとれば、従来からいわれてきたことかもし
れませんが、法律上の効果にとどまらず、知財活動によっ
て生じる事実上の効果を７つに分類して整理したのが“７
つの知財力”です。

によって、製品の良さを客観的に、分かりやすく伝えるこ
とができると思います。
本書の解説
本書は、弁理士として、中
小・ベンチャー企業の知財
戦略を長年手がけてきた著
者が、その豊富な経験に基
づいた分析により、マネジ
メントにおける知的財産の
「７つの力」について、分
かりやすく解説したもので
ある。
企業経営に役立つ知財活動
について、また知的財産の
持つスキルについて改めて
考え直させる。
http://www.facebook.com/
chizairyoku
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――製品の良さを伝えるために、他にも何か有効な知財力
はありますか？

近畿経済産業局の“中小企業の知財推進体制に関する先
進事例調査”で、「知財活用でどういう効果があったか？」

土生：技術やノウハウ、ブランドなどの自社の強みを知的

を尋ねた結果です。

財産権や営業秘密という扱いやすい形にしておけば、ライ

表３

中小企業の知財活用の効果

～ 30名

31 ～ 100名

101名～

１．模倣の抑止

49％

59％

71％

営業力やデザイン力、生産能力といった足りない部分を

２．対競合の優位性

67％

76％

81％

パートナーが補ってくれるといった効果を期待することが

３．取引先との交渉力

55％

38％

34％

できるはずです（
「協力関係をつなぐ」――第７の知財力）。

４．販路開拓

65％

58％

56％

パートナーが増えれば、製品の良さを伝えるルートもそ

５．業務提携

33％

22％

18％

６．独自性のPR

54％

46％

42％

センスという形式でパートナーに預けやすくなります。
そうすると、何もかも自分で頑張らなくても、例えば、

れだけ増えるわけですから。
――なるほど。そうすると「売り上げが増えない」もう一

約1000社 の 回 答 を、 従 業 員 数30名 ま で、31 ～ 100名、

つの理由、
“製品の完成度が不十分”というケースに

101名以上に分けて整理したものです。

ついてはいかがでしょうか？

――つまり、中小企業をさらに「小・中・大」に分けたと

土生：先ほど説明した第１の知財力が重要になります。
他の技術と対比する作業によって、できている部分、で

いうことですね。
土生：数字を見て、何か傾向が読み取れませんか？

きていない部分があぶり出されてきます。また、第７の知

――上のほうの項目の比率が高いとか？

財力も、足りない部分をパートナーに補ってもらうという

土生：それだと「小・中・大」に分けて分析する意味があ

意味で、有効な場合があるでしょう。

りませんよ（笑）。項目ごとに「小・中・大」でどういっ

その他にも、発明やアイデアを提案し、それらを評価す
る仕組みを導入することによって、足りない部分を補う力

た傾向が見られるでしょうか？
――１と２の項目は従業員の増加に伴い右肩上がり……。

を強化することが考えられます。良いアイデアを提案した

３と４の項目は逆に右肩下がり……。

社員が適切に評価されれば、創作意欲が刺激され、アイデ

なるほど、見えてきました！

アの提案が活発化することが期待できるからです（
「創意

ほど比率が上がり、３～６では規模が大きいほど比率

工夫を促進し、社内を活性化する」

が下がるんですね。

第３の知財力）。

――

１と２は規模が大きい

知財のこうしたはたらきを活かすことによって、模倣品

土生：１と２の項目は、独占排他権という知財の典型的な

にシェアを奪われて売り上げが増えないというケースだけ

はたらきに関するものですが、３～６は、パートナーとの

でなく、製品の良さが伝わっていない、あるいは製品の完

交渉や提携、さらに顧客などへのPRといった営業につな

成度が十分でないために売り上げが増えないケースにも、

がるはたらきに関するものです。

知財のスキルを備えた人材が力を発揮できるのではないで

――つまり、先ほど見てきた「売れない理由」に対する知

しょうか。
いや、そこで力を発揮しなければならないんです！

財のはたらきが、規模の小さい中小企業ほどよく効い
ているということですね。
土生：独占排他権を競合にはたらかせるという最もイメー

４．自らを知り、強みを伝える

ジしやすい知財のはたらき（「競合者間の競争力を強化す

――夏は過ぎたはずなのに、
「熱く」
なってきましたね
（笑）。

る」――第４の知財力）は、規模が大きいほどよく効いて

ユニークでヤル気のある中小企業に対して、知財で

います。競合を排除するというニーズは、製品が売れ、あ

もっとできること、ではなく、やらなければいけない

る程度の規模になった段階で生じることが多いからです。

ことがあるということですね。

一方、規模の小さい企業の場合、まずは製品の良さを顧

土生：
「暑苦しいぞ！」
なんて皆さんに言われても困るので、

客に知ってもらうこと、一緒に市場を開拓するパートナー

ここは冷静に、
客観的な数字を見てみることにしましょう。

を得ることが、より重要であることが多いはずです。
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そうした段階で知財の独占排他権としての側面を強調し
ても、なかなかピンとこないのも当然でしょう。

５．中小企業にとって一番大切なこと
土生：ところで、これまで知財を活かし、元気な中小企業

知財を扱う側から「中小企業はなかなか知財の重要性を

を数多く訪問してきて、それらの企業にはある共通点があ

理解してくれない」という嘆きの声を耳にすることがあり

ることに気づきました。中小企業にとって、実はこれが一

ますが、自らをどうやって知ってもらい、どうやって伝え

番大切なことなのかもしれません。

ていくかという問題意識を共有せずに、
「将来の模倣防止

――それは気になりますね。どんな共通点ですか？

のため」と唱えるだけでは、こうした段階にある中小企業

土生：ほぼ例外なく、社員の皆さんがとても気持ちの良い

への知財支援が空回りするのも仕方のないことなのです。

挨拶をしてくれるのです。そうした企業では、人がとても

――つまり、知財支援のあり方も、柔軟に見直していかな

生き生きとしており、知財の力以上に、人の力が企業を引っ

ければならない。

張っているという印象を強く受けました。

土生：売り上げが増えなくて悩んでいる中小企業があり、

――そこに知財が関係してくるのでしょうか？

その原因が製品の良さが伝わっていないことにあるなら

土生：ある中小企業を訪問した時、こういう話を伺ったこ

ば、知財保護のための管理体制の構築に努めたところで、

とがあります。

企業側のニーズとはミスマッチになってしまいます。
こうしたケースでは、自らを知る「第１の知財力」や、
自らの強みを伝える「第６の知財力」を活かすべく、例え

「特許にしっかり取り組まないと、営業の士気に関わる」
開発ではなく「営業」ですよ！

私も最初はよく分から

なかったのですが、こういう意味です。

ば、先行技術との対比などの知財的な手法を用いて自社の

特
 許が取れたという情報が営業担当者に伝わると、
彼らは自

強みを洗い出し、それを分かりやすくプレゼン資料などに

分たちが売っているのは、
独自の最先端技術を活かした特別

表現するといった取り組みが考えられます。これこそが、

な製品だ、
と自信を持って顧客に伝えることができる。
逆に、

「売り上げを増やすために、知財のスキルを持つ者に何が

特許侵害の争いで負けたとなると、
自分たちが売っている商

できるのか」
というアプローチで考えるべきことなのです。

品は、
しょせん二番煎じだと感じて、
士気が下がってしまう。

実際、私自身も、昨年度の東北経済産業局と四国経済産

つまり、知的財産権の存在が、自社の技術や製品に対す

業局の事業として行われた個別企業への支援で、知財情報

る自信の裏づけになっているのです。これは営業に限った

を用いながら、企業の強みや製品の特徴を分かりやすく説

話ではありません。「自分たちの会社は、規模は小さくて

明するプレゼン資料を作成することに取り組みました。

も他社ができないことをやっている特別な会社だ」という

まだまだ考えるべきこと、工夫すべきことがたくさんあ

社員のプライドを支えているのです。そのプライドが、会

りますが、特に規模の小さい中小企業が知財のはたらきを

社のために頑張ろうという社員一人ひとりのヤル気を引き

有効に活かしていくには、この手法を追求していくことが

出してくれるとしたら、その会社にとって、知的財産権の

必須だと考えています。

法律上の効果以上のパワーになるのではないでしょうか。

――ユニークでヤル気のある中小企業を、知財のスキルで

本誌2011年２月号の巻頭特集では、フィーサ株式会社

そうやって“後押し”できるということですね。

の斎藤進社長が「知財は当社のプライド、やる気の根幹」

土生：昨今の経済環境の変化を鑑みると、こうした発想の

というお話をされていますので、お手元にあればぜひ読み

転換を求められているのは、中小企業に限ったことではあ

返してください。

りません。経済の低成長やデフレ対策が世界レベルの課題

全国各地のユニークでヤル気のある中小企業が、知財に

となり、
「需要の創造」
が求められるなかで、知財も競合対

取り組むことで自信を深め、社員が元気になる。そして、

策だけを意識していればいいという時代ではないのです。

知財への取り組みを通じて、自らの強みを知り、それを分

知財のスキルを活かして、新しい需要、新たなビジネス

かりやすく伝え、新たなビジネスの創出を地域がしっかり

の創造に貢献すること、これは知財人である前に、一人の

支えていく――。これが「中小企業の知的財産でニッポン

ビジネス・パーソンとして、考えていかなければならない

再生！」のシナリオの骨格です。

共通のテーマなのです。

（「発明」編集部）
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