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【要旨】イノベーションからの利益をいかに確保するか，という点についてのこれまでの研究では，特許以外に

も様々な方法があることを教えてくれている．本論文ではまずこれらの方法がどのようなものであるかを説明し，

さらに，グローバリゼーションのなかでのこれらの方法の有効性について述べる．
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【Abstract】　Past research shows that there are several mechanisms to appropriate profit from innovation other than 

patents. This paper explains these mechanisms and go on to speculate effectiveness of these mechanisms in the age of 

globalization.
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　いまもあるのであろうか，かつて，JETROの北
京事務所に日本の製品を模倣した製品が展示して
あった．オートバイ，ラジカセなどから，ペットボ
トル入りのお茶まであった．あまりに露骨なまね具
合に苦笑するばかりであったが，まねられた側の企
業にとっては，笑いごとではない．大きな被害を受
けている．中国政府に対し国際社会と共同で厳密な
取り締まりを求めることが必要であるが，なかなか
実効性のある行動をとってくれることは期待できな
いだけに，日本企業はこのようなルールを守らない
国，企業が存在することを前提に戦略を立てること
が必要であろう．
　このような極端な模倣は別にして，ある製品がオ
リジナルな製品の模倣なのか，そうでないのか，と
いう点の判断は容易ではない．経済学では特性空間
という概念を使ってこれを考える．製品は特性の集

合として定義できる．色，大きさなど，その他さま
ざまな製品が持つ特性が n種類あるとすれば，特定
の製品は n次元空間の中の点として定義することが
できる．この点に近づきすぎる製品は模倣になると
考えられる．その場合もどの程度近傍に近づけば模
倣になるかは，程度の問題でこれを客観的に決める
ことはできないであろう．
　改良品と模倣品の区別も容易ではない．改良の積
み重ねは累積的イノベーションといわれ，積み重な
ると極めて大きな効果を持つ．知識の積み重ねの重
要性は強調しすぎることはできないほど，重要であ
る．あのニュートンでさえ，自分の業績は過去の知
識の積み重ね，という巨人の肩に乗っている，と述
べている．「巨人の肩」という比喩はグーグル・ス
カラーにも用いられていることをご存じの方も多い
であろう．もちろん，冒頭に述べたような露骨な模
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倣と，既存の知識，あるいは製品に体化された知識
を学び，それをもとにより良い製品を作っていく行
為とは本質的に異なるものである．前者は品質の良
さにより確立されたブランドにただ乗りする行為で
あり，後者は漸進的な改良をする努力が行われて，
より良い製品が市場にもたらされ，消費者は利益を
受ける．
　しかし，後者の場合であっても，消費者が長期的
にみて利益を受けるかどうかは微妙な問題である．
画期的な発明によって生まれた製品が，さらに他の
企業によって改良され，より良い製品が安価に生産
されることは，消費者にとっては利益をもたらす．
しかし，そもそも最初の画期的な製品を創造するた
めには，企業は大きなコストと時間を投下する必要
がある．その改良品が生産され，消費者がより性能
の良いあるいはより安い改良品を購入するようにな
れば，最初の画期的な製品を作った企業はその努力
に比して報いられることは少なくなってしまう．こ
のことが最初から予想されるのであれば，このよう
な画期的な製品を作り出すための研究開発の努力を
する企業はなくなり，結果的に画期的な製品が生ま
れなくなり，消費者の利益は損なわれてしまう．
　最初の画期的製品の基礎となった技術に特許権が
成立し，その企業が改良を行なった企業からロイヤ
リティを得ることができれば，最初の企業が画期的
な製品の開発に投資するインセンティブは回復され
る．その場合に次に問題となるのは，特許権の強さ
をどの程度に設定するか，ということである．特許
の幅を広く設定し，大きく改良した製品の技術でも
最初の画期的製品の技術を侵害する，という制度の
下では，画期的な製品を開発するインセンティブは
確保されようが，その場合に，今度は，改良品の開
発をするインセンティブがなくなる．最初の技術の
特許を侵害してしまう恐れが強くなるし，さもなく
ば高額のロイヤルティを支払わなければならない可
能性が高いことが予見されるからである．他方で，
特許を弱くし，幅を狭く設定すれば，最初の画期的
技術を開発するインセンティブが弱くなってしま
う．米国のスコッチマーという経済学者は，最初の
画期的技術の開発のインセンティブを確保する，と
いう要求と，改良品の開発を促進するためのインセ

ンティブを確保する，という要求とを両立させるこ
とは困難であることを理論的に示している1．これ
を可能にする方法としては，たとえば，画期的な開
発を行う企業と改良品を開発する企業とが，事前に，
つまり，最初の企業が研究開発投資をする前に改良
品の共同開発を行なう取り決めをすることである，
としているが，事前に改良品の開発をするであろう
企業を特定することは難しいし，反トラスト法上，
問題とされるかもしれないので，このような取り決
めを結ぶことは困難であろうとしている．
　現実には，模倣を防ぐ手段としての特許の有効性
はどのようなものであろうか．1997年に筆者が永
田晃也氏と共同で科学技術政策研究所で行なった研
究は，この点をある程度，教えてくれる．この研究
は，イノベーション・サーベイと呼ばれるものを日
本で最初に行なったものであり，また，日米で同時
に同一の調査を行なって比較したものである2．イ
ノベーション・サーベイは，アンケートによりイノ
ベーションの実態を明らかにするもので，最初に米
国のエール大学の 4人の経済学者によって行われ 

た3．これは，イノベーションにかかわる質的な要
因をアンケートという経済学では少なくとも当時は
用いられることのなかった方法で明らかにしたもの
で，大きな反響を呼んだ．イノベーション・サーベ
イはその後，世界で広く行われるようになり，
OECDではそのためのマニュアルが作成され，技術
開発力の向上に懸命な ECでは定期的にコミュニ
ティ・イノベーション・サーベイという名前で行わ
れているほか，途上国でも広く行われるようになっ
ている4．
　上述した 1997年の科学技術政策研究所の調査は，
イノベーションを行なった際に他社が代替的な技術
を導入するのにどのくらい時間がかかったか（模倣
ラグとよぶ）を，特許化されたイノベーションと特
許化されていない場合，さらに製品イノベーション
と工程イノベーションに分けて聞いている．これに
よると，模倣ラグは特許化した製品イノベーション
で 2.63年，工程イノベーションで 2.35年，特許さ
れなかった製品イノベーションで 1.98年，工程イ
ノベーションで 2.03年となっている．模倣ラグの
長さは，イノベーションを特許化した場合のほうが
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製品イノベーションで 0.65年（7.8か月），工程イ
ノベーションで 0.32年（3.8か月）となっている．
また模倣ラグの長さは産業によって差異があり，た
とえば，医薬品産業での製品イノベーションにおけ
る模倣ラグは特許化された場合 5.04年，特許化さ
れていない場合 2.87年であったのに対し，通信機
器産業ではそれぞれ 1.43年，0.98年となっている．
ただし，ここで注意しなければならないのは，模倣
ラグが特許によって模倣が困難になった程度をその
まま示すとは必ずしもいえないことである．という
のは，ここでは特許されたイノベーションと特許さ
れなかったイノベーションを比べており，同じイノ
ベーションが特許された場合とされなかった場合と
を比べたものではない．後者のような比較は可能で
はないであろうが，たとえばより重要な発明が特許
化される傾向にあるとすれば，そのような違いも反
映されている可能性がある．またこの調査は米国で
も行われているが，全般に米国のほうが模倣ラグは
長くなっており，ライバルが競合品を出してくるま
での時間が長くかかっていることを示している5．
米国では発明者が発明から利益を得る可能性が高い
ことになる．
　エール大学の研究者たちが行なった最初のイノ
ベーション・サーベイの最も重要な含意は，イノベー
ションから利益を確保するための手段は特許だけで
はなく，他にもいくつかの手段が存在している，と
いう点である．イノベーションから利益を得ること
の可能な程度を専有可能性というが，専有可能性を
確保する手段としては，リードタイム，学習曲線を
素早く降りる，販売ないしサービス努力などが重要
であり，技術の模倣を防ぐための特許の役割はこれ
らに比べると低くなっている．すなわち，いち早く
開発し，他社が追い付いてくるまでの間にできるだ
け利益を上げることや累積生産量を増加させていく
過程で学習し，生産方法を改良しコストダウンする，
さらにはマーケッティングに注力する，といったこ
とを通じてイノベーションから利益を上げていくこ
とが重要であるとの結果が得られている．前述した
科学技術政策研究所の日本の企業についての調査結
果では，製造設備やノウハウの保有管理を通じてイ
ノベーションからの利益を確保していくこと，リー

ドタイム，技術情報の秘匿（企業機密として社外に
でないようにしておくこと）特許による保護といっ
た要因が重要となっている．
　これらのイノベーション・サーベイが教えること
は，イノベーションを行なった企業がそのイノベー
ションから利益を確保していく手段は多様であり，
特許はその中の一つである，ということである．イ
ノベーションとは，単に技術的な発明を意味するの
ではなく，新しいアイデアを生産過程にのせ，でき
た製品を販売していく，というビジネスの全体的な
活動にかかわるものなのであるから，このことは当
然であろう．特許はイノベーションのなかの一要素
（極めて重要な要素である）である発明の保護にか
かわるものであり，その強化は模倣を防ぐうえでは
重要であるが，イノベーションが実現するまでには
これ以外の様々な活動が必要になる．その全体的な
活動のなかで，どのように利益を確保していくか，
ということを考える必要があろう．
　このようなフレームワークで今日の状況を考える
とどうなるであろうか．筆者も明確な見通しを持っ
ているわけではないが，以下のような推論ができる
かもしれない．イノベーションから利益を上げる手
段として有効性が高いものとして，特許以外に挙げ
られている技術情報の秘匿（企業機密化），リード
タイム，製造設備やノウハウの保有・管理といった
手段の有効性が今日，中国，韓国の台頭のなかで低
下しているのではないだろうか．たとえば，企業機
密化しても，日本の技術者が韓国や中国に移れば，
その有効性は低下せざるを得ない．ノウハウも同様
である．国際的な不正競争防止法は望むべくもない
とすれば，人の移動を通じた技術の流出を防ぐのは
きわめて困難であろう．さらにインターネットなど
で情報はローコストで速やかに入手できるように
なってきている．また，リードタイムも追い上げる
国の技術力，資金力の上昇により，短くなっている
のではないだろうか．また流通経路はもともと現地
企業が支配している場合が多いし，生産手段は市場
に近いところで生産するということで，現地へと
移っていっている．特許以外の，場合によっては特
許よりも専有可能性を確保する手段としての有効性
が高いとみられていたこれらの手段の有効性がグ
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ローバル化，中国，韓国の追い上げの中で低下して
いるとすれば，対応策としては，当然，それらの国
よりもさらに一歩も二歩も先を行く開発を行なう，
ということであろうし，さらには，他の手段の有効
性が低下したのであれば知財をより有効に活用しイ
ノベーションからの利益を上げる方策を考えていく
必要があろう．それは例えば，模倣を野放しにする
国に国際的に圧力をかけていくことに一層注力する
ことであろうし，また，模倣特許とそれ以外の意匠
権などを組み合わせてイノベーションを守ることで
あろうし，さらには，オープン・イノベーションの
中で特許を効果的に利用していくことであろう．他
の国よりも一歩，二歩先をいく研究といっても，全
てを自前で行えるわけでもないし，それに効率もわ
るい．外部の知識を利用し，また外部に自社の知識
を利用させるオープン・イノベーションが有効であ
ろう．しかし，もちろん，オープン・イノベーショ
ンといってもすべての自社技術をオープンにするわ
けではない．ブロンウィン・ホールが言うように，
オープン・イノベーションは外部のパートナーのリ
ソースを利用する必要性と外部のパートナーの製品
と自社の製品の整合性を確保する必要性から出てき
た戦略であり，それを管理するためには特許が極め
て重要な役割を果たすのである6．

　このように新たなグローバルな競争のなかでどの
ようにしてイノベーションから利益を確保していく
か，専有可能性を確保するか，という点は極めて重
要な課題である．米国は 1970年代後半からの自国
の経済の低迷，日本の追い上げのなかで，CAFCの
設立，スティーブンスン・ワイドラー法，バイ・ドー
ル法の制定など，その評価は分かれるものの，一連
の体系的な知財戦略をもって再活性化をはかった．
長引くデフレ，中国，韓国の追い上げのなかで我が
国はどのような戦略をもっているのだろうか．
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