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知財と企業の競争力
―知財を梃子にした事業競争力の確立
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製品・事業展開における企業の競争力は，特許などの知財だけでなく，多様な要因の複雑な絡み合いの中から生
み出される．知財を企業の競争力に結びつけていく能力のことを「知財力」とすれば，その本質は，特許という「点」
の強みを，そうした様々な要因間の関係性からなる「面」の強みに転換していくことにある．本稿では，このよ
うな知財力の中身について議論するとともに，企業が知財力を向上させていくための知財部門及び知財人材に求
められる要件について検討する．

■キーワード　　参入・模倣障壁，「面」の競争力，競争排他性と競争優位性，知財部門・人材の情報発信力

1.　はじめに

特許をはじめとする知的財産（知財）は，企業の
競争力を規定する重要な要素の 1つである．製造業
を中心とした多くの企業は，自ら生み出した技術を
特許として権利化し，製品・事業活動を有利に進め
るべく様々な戦略を検討している．しかし，こうし
た特許などの知財を，すべての企業が製品・事業展
開における競争力に必ずしも有効に結びつけている
とは限らない．近年，技術と知財と事業の間の「三
位一体」の経営の必要性が叫ばれてはいるが，実際
に三位一体の理想を実現できている企業はけっして
多くはない．
企業にとって重要なのは，知財そのものではな

い．むしろ，知財を企業の競争力に結びつける能力
こそが重要である．本稿では，知財を企業の製品・
事業展開における競争力に結びつける能力のことを
「知財力」と定義し，知財と製品・事業競争力との
関係やそれらを結びつける知財力の中身，企業が知
財力を形成・向上させていくための組織的・管理的
な要件について考察する．言うまでもなく，知財に
は特許のほか，実用新案や意匠，商標など様々なも
のが含まれるが，ここでは特許に焦点を当てて企業

の知財力を考えていく．
本稿の構成は，以下の通りである．まず第 2節で，

知財と企業の競争力との関係を理解するために，や
や遠回りにはなるが企業の製品・事業競争力を規定
する様々な要因を整理しよう．第 3節では，前節で
示された競争力の諸要因の中で特許などの知財がど
のように関わっているのか，知財を競争力に結びつ
けるプロセスとはいかなるものであり，そこにどの
ような視点が求められるのかについて議論する．第
4節では，企業が知財力を高め，知財を製品・事業
の競争力へと導いていくうえでの主要な担い手とな
る知財部門の役割や知財人材の要件を検討したい．
第 5節は結論である．

2.　企業の競争力を規定する様々な要因

企業にとって，製品・事業展開における競争力の
獲得は最も重要な経営課題の 1つである．一部の独
占的な地位にある企業を除き，ほとんどすべての企
業は製品・事業展開において他社との厳しい競争に
直面する．企業がそうした競争環境に対処し，他の
企業の平均以上の利益率を確保している状態を競争
力がある状態とすれば，いかにそのような意味での
競争力を形成・維持できるかというのは収益を追求
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する経済主体としての企業にとっての中心課題に他
ならない．
経営学では，他社との競争に対処して目指すべき

利益を獲得していくための戦略を競争戦略という．
これまで競争戦略の研究においては，企業の製品・
事業展開における競争力がいかなる要因からもた
らされるのかについて様々な視点が示されてきた1．
他社との競争の中での企業の利益は，競合企業によ
る同一市場への参入や自社の製品・サービスに対す
る模倣・追随に大きく左右されるが，そうした参入
や模倣に対する「障壁」をいかに築くことができる
かが，競争戦略の主要なポイントとなる．このよう
な障壁としては，次のようなものが挙げられる．

2.1.　制度的障壁（institutional barriers）

第 1は，制度的な障壁である．最もわかりやすい
制度的障壁の例は，規制や許認可，それらを支え
る法制度などである．電気通信事業では，2004年 4

月の電気通信事業法及び NTT法の改正まで，事業
者は第一種と第二種に区別され通信事業への新規参
入や事業者間の競争が制限されてきた．また，2005

年 11月に総務省がソフトバンク，イー・アクセス
など 3社に携帯電話事業の新規参入を認可したこと
は記憶に新しいが，それまで携帯電話事業への自由
な参入は免許制によって阻まれていた．
　特許もまた，制度的障壁の例である．特許は，企
業が自ら開発した技術からの利益を一定期間確保す
るための法的権利であり，競合による参入・模倣を
排除する重要な要素となる．さらに，近年，食品分
野などで多くみられる特定保健用食品（特保）も，
こうした許認可を活用した制度的障壁の例といえる
だろう．

2.2.　経済的障壁（economic barriers）

第 2の障壁は，経済的障壁である．これは，事業
からの収益の大きさやコストという経済的な要因が，
競合の参入や模倣を抑制・阻止する効果を指す．た
とえば，固定費の大きい事業体にとって，その固定
費をまかなうだけの一定規模以上の収益が期待でき
ない事業は投資対象として正当化することは難しい．
こうした事業分野はいわゆるニッチ（隙間）となり，

中小企業などには魅力的ではあるが，大規模企業に
は参入を躊躇する対象となることが少なくない．
経済障壁には，このような期待される事業収益

の大きさという要素とは別に，参入に当たっての初
期投資の大きさや運転資金の大きさ，既存企業と比
較した場合のコスト面での不利などの要素が含まれ
る．参入に際して大規模な初期投資を必要とするよ
うな事業や，多額の運転資金の準備が必要となる事
業では，参入は資金的な裏づけのある一部の大企業
に限られる．また，当該事業に関わる既存企業がす
でに大量生産・大量販売を行っており，規模の経済
性や経験効果を享受している場合，あるいは相互に
シナジー効果を持つ複数の事業を手がけ範囲の経済
性を享受している場合には，追随者は直ちにそれと
同等の規模ないし広がりのある事業展開を行うこと
は難しいため，生産・販売コスト面で不利な立場に
おかれる．このような経済的な障壁が高い事業にお
いては参入の脅威が制限されることになる．

2.3.　資源的障壁（resource barriers）

第 3に，資源に基づく障壁が挙げられる．資源と
しては，ヒト・モノ・カネ・情報という経営資源が
想定されるが，他社による参入・模倣の障壁いう観
点では特に情報的資源が重要な意味を持つ．それは，
ヒト・モノ・カネが目に見える資源であり，市場調
達が容易である（すなわち外部から購入・導入がで
きる）のに対して，情報的資源の多くは目に見えな
い資源であり，一般には市場調達が困難で，しかも
形成に時間がかかるという特徴をもつためである2．
情報的資源のこのような特徴が，潜在的な競合によ
る参入・模倣の困難性を生み，製品・事業展開にお
ける競争力を支えることになる．
このような情報的資源には，技術・生産ノウハウ

（特許として権利化されていない技術的なノウハウ）
や経営管理ノウハウ，顧客からの信頼やブランド力，
販売チャネルの支配力，そしてそれら諸要素を結合
させ製品・事業展開を有効に推し進めていくための
組織能力や企業文化などが含まれる．組織能力や企
業文化は一見とらえどころのない要素ではあるが，
顧客の潜在的なニーズをとらえそれを有効かつ迅速
に研究開発に結びつけるコミュニケーション力や絶
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えざる改良・改善を重視する組織に共有された価値
感など，一朝一夕に形成することができない組織の
ファンダメンタルな特質として，企業の競争力の重
要な要素となる．

2.4.　戦略的障壁（strategic barriers）

競合他社の参入や模倣を防ぎ，競争力の獲得に寄
与する第 4の障壁は，戦略的障壁と呼ぶことができ
る．ここで戦略的と呼ぶのは，競合企業による参入・
模倣の困難性が，上述した制度的・経済的・資源的
な障壁によるのではなく，自社の戦略的行動に起因
したり，競合企業の戦略上の矛盾に着目し，それを
利用したりすることに由来する．
競合の追随を防ぐための戦略的行動としては，た

とえば競合企業の参入に対する徹底的な反撃が挙げ
られる．こうした反撃は現在の競合への参入阻止効
果を持つと同時に，将来の潜在的な競合に対する「ア
ナウンス効果」を与えることになる．特許に関連し
て，他社の侵害に対する徹底した紛争対応も同様の
アナウンス効果として他社の参入を防ぐ戦略行動と
とらえることができる．
競合企業の戦略上の矛盾の利用という点では，デ

ル・コンピュータやアスクルなどのダイレクト販売
の仕組みが好例である．小売店を経由しないこれら
ダイレクト販売の仕組みは，それまで時間をかけて
小売ネットワークを整備し，それを競争上の強みを
してきた既存企業，特に業界のリーダー的な企業に
とっては，容易に模倣することはできない．このよ
うな既存企業の「資産を負債化する」（「強みを弱み
に変える」）製品・事業展開は，強みを持つ既存企
業にとっては模倣が難しい．逆に，こうした戦略を
計画・実行することができれば，企業は競合企業の
模倣を防ぎ，競争上有利に製品・事業を展開してい
くことができる3．

2.5.　関係的障壁（relational barriers）

最後に，関係的障壁が挙げられる．この障壁は，
顧客への早期の対応を通じて生み出される顧客と
の関係性そのものが他社による参入や模倣を困難
にするという要因である．関係的障壁は，いわゆる
CRM（customer relationship marketing）を通じた「顧

客の囲い込み」など消費財分野でもしばしば見られ
るが，生産財のような B2B（企業と企業）の取引に
おいても頻繁に発生する．
部材メーカーが，自社の製品である部品・材料を

他社に先駆けて顧客であるセットメーカーに納入す
る場合，セットメーカーはそうした部材を前提とし
た開発・生産体制を築くことが少なくない．ここで
かりに追随者が現れても，セットメーカーとしては
新たに提示された部材の評価やそのためのライン・
ストップなど，時間的・経済的に少なからずの負担
が生じるため，容易に部材メーカーを変更すること
はできない．つまり，顧客企業との間に形成された
取引上の関係性がスイッチング・コスト（移行費用）
として他社の参入・追随を阻止する効果を生み出す
のである．

3.　特許を梃子にした競争力の形成と維持

3.1.　「点」の競争力から「面」の競争力へ

このように，製品・事業展開における企業の競争
力は，競合企業の参入・模倣を抑制・阻止する様々
な要因によって生み出される．企業の競争力はたっ
た 1つの要因からもたらされるものではなく，複数
の要因間の密接な絡み合いを通じてはじめて生み出
されるものである．
知財力，すなわち特許などの知財を企業の製品・

事業展開の競争力に結びつける能力について考える
とき，こうした様々な要因間の関係性に着目するこ
とは重要である．特許がいつ，どのように企業の競
争力の形成に作用し，それが他の要因とどのように
結びつきながら競争力を維持・発展させていくのか
という関係性の理解こそが，企業の知財力の基礎と
なる．
それでは具体的に，特許は他の様々な競争力の規

定要因との間にいかなる関係性を持ち，企業の競争
力を生み出していくのだろうか．前節で整理された
企業の製品・事業展開における競争力の規定要因の
なかで，特許が直接的に関わるのは「制度的障壁」
及び「戦略的障壁」である．前述したように，特許
は，自社の技術を権利化したものとして他社の参入・
模倣を防御する法的効果を持つ．また，特許権の積
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極的な行使は，現在及び将来の競合に対して参入阻
止効果を与える戦略的障壁となる．しかし，特許が
企業の競争力に与える影響は，こうした直接的な効
果にとどまらない．それは，競争力を左右する他の
要因に働きかけ，他の要因を活性化することで体系
的な競争力，つまり特許という「点」の競争力では
なく，他の要因と連動した「面」の競争力を実現す
る重要な起点となる．
特許とその行使は，制度的・戦略的障壁として

競合他社の参入・模倣を阻止ないし遅延させるこ
とで，製品・事業展開における先行者の優位性（first-

mover’s advantage）を提供する．自社の製品を他社
に先駆けて市場に導入し，それを特許で防御するこ
とができる間に，企業は競争力の形成・維持のため
の様々な準備が可能となる．第 1に，製品を生産し
ていくうえので鍵となる生産ノウハウの蓄積や深耕
が促される．すなわち，特許とその行使という制度
的・戦略的な障壁が，競争力を生み出す他の要因の
1つである資源的障壁の構築に影響を与える．第 2

に，特許を通じて競合の参入・模倣を阻止・遅延さ
せることは，自社が先行的に製品の生産・販売を行
うことによる経験効果や規模の経済性をもたらし，
コスト面での優位性を形成することにつながりう
る．つまり，特許は，経済的障壁を起動する契機に
もなる．第 3に，特許が他社の参入を阻止・遅延さ
せることによる製品の先行的な市場投入は，顧客と
の間に早期の関係を形成することで，関係的障壁を
生み出す．特に，部材などの産業財において，顧客
との早期の関係性の確立は競合の参入を困難にし，
企業の長期的な競争力に大きな影響を与えることに
なる．
もちろん，こうして起動される資源的障壁や経済

的障壁，あるいは関係的障壁は，逆に新たな技術的
知識（生産上のノウハウやコスト削減の技術革新，
顧客との関係性から得られる技術的アイデアなど）
の創造を可能にし，その一部は再び特許という形で
権利化されて制度的障壁を強化することにもなるだ
ろう．
このように，製品・事業展開における企業の競

争力を左右する要因は多様であり，それらの間には
密接な相互作用が存在する．特許をはじめとする知

財を企業の競争力に結びつけていくためには，こう
した様々な競争力の規定要因間の関係性を視野に入
れ，どのように特許という「点」の競争力を要因間
の関係性という「面」の競争力に転換していくこと
ができるかが問われることになる．企業の知財力と
は，まさに特許などの知財を企業の競争力を規定す
る様々な要因に連動させ，「面」の競争力を構築し
ていく能力に他ならない．

3.2.　競争排他性と競争優位性

企業の競争力が，特許だけではなく，他の多様
な要因間の関係性によって生み出されるという見方
は，実は企業の競争力の構造と密接に関係している．
企業が他社との厳しい競争に対処して市場シェアを
高め，利益率を維持していくためには，少なくとも
2つの条件が必要となる．1つは「競争排他性」で
あり，もう 1つは「競争優位性」である．競争排他
性とは，企業が事業を展開する製品市場に他社を参
入させない状態を意味する．それには，競合企業が
「参入しようとも思わない」あるいは「参入したい
と思うが参入できない」という状態を作り出すこと
が必要となる．また，競争優位性とは，かりに同一
の市場に他社が参入し，競争が発生したとしても，
他社が勝てない状態を指す．競合他社に対する何ら
かの比較優位な差異を通じて，「参入しても勝てな
い」状態を作ることが競争優位性の要点となる．
図 1に示されるように，当該市場への潜在的参入

企業がかりに 50社あり，そこにまったく参入障壁
が存在しなければ，すべての企業が市場に参入し，
（資金力や技術力，販売力などの条件が一定である

図 1　競争排他性と競争優位性

潜在的参入候補　50 社

競争排他性

競争優位性

実際の参入企業　10 社

実際の競争企業　 5 社

シェア 2％

シェア10％

シェア40％

・参入意欲の排除（参入しようと思わない）
・参入障壁（参入したいが参入できない）

・競争優位の形成（参入しても勝てない）

撤退

25％ 15％ 12％ 8％
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と仮定すれば）各企業の市場シェアは 50社で等分
されてそれぞれ 2％になってしまうだろう．しかし，
ここで競争排他性を形成し，そうした潜在的参入者
が「参入しようとも思わない」，あるいは「参入し
たくてもできない」という状態を作り出すことがで
きれば，実際の参入企業は限定されることになる．
特許網の構築やその積極的な権利行使とは，このよ
うな競争排他性を作り出す主要な要素となると考え
られる．
しかしながら，企業の競争力の確立はこれだけ

では十分ではない．競争排他性を通じて多くの競合
の参入を阻止することができるとしても，一部の企
業はその排他性をすり抜けて参入を遂げるであろう
し，また時間の経過とともにいずれいくつかの企業
が参入してくるに違いない．もし排他性をすり抜け
て市場に参入した企業が 10社に絞られたとしても，
市場シェアはそれら企業によって各社 10％に等分
されることになる．ここで必要となるのが競争優位
性である．つまり，「参入しても勝てない」という
状況を作り出すことによって，企業は他社よりも高
い市場シェアを獲得することができ，平均以上の利
益を確保することが可能になる．企業間の競争にお
いて，このような競争優位性の原動力は，他社が容
易に入手・形成することができない企業の独自能力
としての資源的障壁であり，コスト面での優位性と
いう経済的障壁，また顧客との関係性という関係的
障壁になるだろう．
製品・事業展開における企業の競争力は，競争排

他性と競争優位性の両者から構成される．多くの場
合，特許だけでは競争排他性を生み出すだけにすぎ
ず，それをいかに競争優位性に関わる他の要因に連
動させていくのかが重要となる．特許を梃子にして
いかに他の競争力の規定要因を活性化し，競争優位
の源泉を形成していくことができるか，それが特許
を企業の持続的な競争力に結びつける鍵となるので
ある．

3.3.　特許を梃子にした競争力の確立 : 事例

ここで，特許と他の要因との関係性及びそれに基
づく体系的な競争力の構築という知財力の中身を理
解するために，1つの事例を紹介しよう．それは，

白色 LED事業における日亜化学工業（以下，日亜
化学）の競争力の確立に関する事例である4．
日亜化学は 1993年に，当時 20世紀中の実用化は

難しいとされていた高輝度の青色 LEDの開発に成
功し，それをもとに 1996年に白色 LEDを開発，事
業化した．携帯電話やノート PCなどの小・中型液
晶用のバックライト，自動車の車内照明やヘッドラ
イド，室内照明や街路灯など，多様な用途に応用さ
れて急激に市場規模を拡大させている白色 LEDの
分野で，同社は高い市場シェアを持ち，驚異的な利
益率を享受してきた．日亜化学は，青色 LEDをめ
ぐる特許訴訟など知財面での積極的な行動で知られ
るが，白色 LEDに関する同社の競争力獲得のプロ
セスを丹念に調べると，そこには特許網の確立やそ
の権利行使という知財的な要因のみならず，上述し
たような多様な要因が密接に絡み合って競争力を形
成・維持してきたことが明らかとなる．しかも，そ
こには，そうした要因間の関係を意図的に生み出そ
うという戦略性を見て取ることができる．
日亜化学は，白色 LEDが開発された 1996年以

降，特許出願をほぼ倍増させ，包括的な特許網を
構築する一方で，自社の特許に抵触する可能性のあ
る他社の技術・製品を徹底して排除する行動をとっ
た．1997年以降の 5年間に，同社は国内外の企業
（及びそれら企業から供給を受ける商社など）との
間に数十件もの訴訟を起こしてきた．こうした行動
は，いうまでもなく競争排他性を築くことで白色
LEDの市場への他社の参入を阻止・遅延させるた
めのものであったが，それは同時に，その後いやお
うなく発生する競争への対応の準備をする布石でも
あった．つまり，「相手をディスターブさせる，参
入の時期を遅らせる，時間を稼ぐ」（芥川勝行・取
締役法知本部長）というのが同社の知財戦略の基本
であり，「その間に自社の本当の競争力を磨いてい
く」（同）ことを視野に入れていたのである．そして，
そこでの本当の競争力とは，その間に高度化させた
製品技術や生産ノウハウであり，先行的な市場導入
からもたらされたコスト面での優位性であった．つ
まり，「（他社が参入を逡巡しているうちに）技術が
どんどん高度化してしまったということ，あるいは
価格がどんどん下落してしまったということで，た
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とえ（他社が）入っても儲からない」（同）という
状況を作り出したことが，日亜化学の持続的な競争
力を支えていたのであった5．
日亜化学の事例は，特許には競争排他性という直

接的な効果と同時に，競争優位性を生み出す他の要
因を起動・動員するという間接的な効果があること
を端的に示している．企業にとって重要なことは，
特許戦略の立案・実行に際してこうした間接効果を
加味し，特許戦略を技術戦略や製品・事業戦略と同
期化させて企業の体系的な競争力の実現を設計して
いくことといえるだろう．

4.　知財力の形成・向上に向けた知財部門
の再構築

4.1.　競争力・利益を目的変数とした知財活動の推進

企業の知財力とは，特許などの知財を製品・事業
展開における競争力に結びつけていく能力のことで
あり，その要諦は，知財を他の様々な競争力の規定
要因に連動させて「面」の競争力を構築すること，
知財が生み出す競争排他性を資源的・経済的・関係
的な障壁などからなる競争優位性に転換していくこ
とである．企業が優れた知財を有しながら，満足で
きる競争力を獲得できていないとすれば，それは
そうした知財と他の要因との関係性を十分に理解せ
ず，それらの結びつきをうまく構築できていないた
めであろう．
企業がこのような知財力を形成・向上させていく

ためには，当然に知財の担い手となる知財部門及び
知財人材の役割や機能が再検討されなければならな
い．知財部門はその高度な専門性ゆえにしばしば「蛸
壺化」していると揶揄されるが，企業の製品・事業
競争力が知財だけでなく，知財を超えた他の多くの
要因と結びつくことではじめて生み出されることを
考えれば，知財部門はけっして蛸壺に安住し続ける
ことはできない．知財部門は研究開発部門や事業部
門との密接な連携が不可欠であり，知財戦略は技術
戦略や製品・事業戦略と同期化される必要がある．
ここで重要なことは，技術・事業・知財という

「三位一体」の経営の必要性が久しく叫ばれながら，
その実現がなかなか思うように進まないのはなぜか

という問題を真剣に検討することだろう．それには
様々な理由が考えられるが，ここでは 2つの理由を
指摘しておこう．1つは，三位一体の主体となる研
究開発部門，事業部門，そして知財部門の各部門の
間での「目的変数」のズレである．つまり，それぞ
れの部門間で，何を最終的なゴールとして活動を行
うのか，その目的意識が共有されていないことが考
えられる．
事業部門の目指すべきゴールはいうまでもなく

「利益」であり，そのために「顧客価値」のある製
品の開発・生産を通じて，「市場シェア」を高めて
いくことである．研究開発部門は，事業部門のそう
した目的の達成を下支えするための「優れた技術の
開発」を行うことが基本的なゴールであるが，近年，
MOT（management of  technology）教育の普及により，
次第に単に優れた技術を開発するだけでなく，競争
力や顧客価値，利益を意識した研究開発の推進に対
する認識が高まっている．いかに企業の競争力に寄
与しうる技術を開発するか，生み出した技術をどの
ように顧客価値に翻訳していくか，そして製品に模
倣困難性を組み込み，企業の利益を維持するために
どのような技術の開発が求められるかを真剣に考え
始めている．
それに対して，現行の知財部門の多くでは，この

ような競争力，顧客価値，利益を明確に意識した活
動が行われていないのが実情ではないだろうか．そ
こでのゴールは，依然として「研究開発成果の権利
化」であり，それを通じた「競合の参入防御」，あ
るいは製品・事業の推進のための「水路の確保」と
考えられている．しかし，競合の参入防御や水路の
確保は，どのように企業の競争力の実現や利益の
確保に結びつくのだろうか．そうした道筋を明確に
意識し，競争力や利益という共通のキーワードで対
話することができなければ，事業部門や研究開発部
門とイコール・パートナーとして知財を他の競争力
の規定要因と結びつけ，企業の成長や競争力に活か
していくことは難しいだろう．研究開発の技術者が
MOT教育を通じて，競争力や顧客価値，利益を意
識した技術開発を推し進めているのと同じように，
知財部門の担当者は知財と企業の競争力，知財と利
益についての認識と知識を深めていく必要がある．
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MIP（management of  intellectual property）教育の拡
充は，そのための 1つの方策であると考えられる．

4.2.　知財部門・知財人材に求められる情報発信力

三位一体の経営の実現を阻害するもう 1つの理由
は，知財部門と事業部門・研究開発部門とのコミュ
ニケーションの問題である．かりに知財部門の担当
者が，知財は単独ではなく，他の様々な要素と結び
ついて企業の競争力を生み出すことを理解し，事業
戦略や研究開発戦略と歩調を合わせた知財戦略を立
案・実行しようとしても，そのための情報を事業部
門や研究開発部門からうまく獲得できなければ，知
財を活かす経営のためのアクションを計画すること
はできない．もちろん，知財部門としても，そのよ
うな情報を早期に獲得するために，事業部門や研究
開発部門に出向いて積極的に「御用聞き」を行い，
あるいはそれら部門の会議に出席できる体制作りを
働きかけているだろう．しかし，現実には，このよ
うな行動や体制作りにもかかわらず，なかなか重要
な情報を入手することができていないのが現実かも
しれない．実際，事業部門や研究開発部門の担当者
は，こうした知財部の努力を煩がり，「粛々と自分
たちの仕事をやっていればいい」という意識で対応
することも少なくないと指摘される．
それでは，どうすれば知財部門や知財スタッフ

は事業部門や研究開発部門の活動についての情報を
的確に獲得することができるだろうか．その方策の
ヒントは，「情報をもらうためには情報を出すこと」
というコミュニケーションの基本にある．情報は，
情報を発信するところに集まってくる．知財部門が，
事業部門や研究開発部門に対して何らかの価値の
ある情報を発信し，提案することで，それに対する
フィードバックが期待できる．つまり，情報を獲得
するためには，知財部門としての情報発信力・提案
力が整備されなければならないのである．具体的に
は，どのような情報をどのような形で発信・提案す
るかが検討される必要がある．競合企業の動向や係
争に関する情報は事業部門にとって意味を持ち，ま
た技術・特許の時系列で体系的な情報は研究開発部
門にとって有用に違いない．こうした情報をいかに
定期的に発信することができるかどうかが，知財部・

知財スタッフとしての情報獲得の能力，ひいては企
業の知財力の向上に重要な役割を果たすのではない
だろうか．

5.　おわりに

以上，本稿では，特許をはじめとする知財を企業
の競争力に結びつけていく能力のことを「知財力」
ととらえ，知財と企業の製品・事業展開における競
争力との関係や，それらを結びつける知財力の中身，
そして企業が知財力を向上させていくうえでの知財
部門及び知財人材に求められる要件について検討し
てきた．
製品・事業展開における企業の競争力は，特許な

どの知財だけでなく，多様な要因の複雑な絡み合い
の中から生み出される．知財を企業の競争力に結び
つけていくためには，そうした競争力の規定要因間
の関係を十分に理解し，特許という「点」の強みを
要因間の関係性からなる「面」の強みに転換してい
く能力が求められる．この意味で，知財力とは，知
財を起点にして他の競争力の規定要因を起動・動員
し，それら要因間の関係性を構築していく能力とい
える．
企業がこのような知財力を形成・向上するために

は，知財部門と事業部門，研究開発部門の間の連携，
すなわち三位一体の経営の実現が不可欠である．本
稿では，三位一体の経営の実現を阻害する要因にも
着目し，知財・事業・技術の各部門間での目的変数
のズレや情報獲得などのコミュニケーションの問題
を指摘した．知財部門及び知財人材にとって，いか
に「競争力」や「利益」を明確に意識した知財活動
を実施していくか，また情報獲得のための情報発信
力を向上させていくかが，企業の知財力を高めるた
めの鍵となるに違いない．

注
  1　たとえば，Porter （1980, 1985）, Rumelt （1984）, Barney （1986, 

1997）などを参照のこと．
 2　Itami （1987）など．
 3　Yoffie and Kwak（2003）は，このような戦略を「柔道戦略」（judo 

strategy）と呼んでいる．
 4　日亜化学工業の白色 LED事業の事例の詳細は，米山（2009）を

参照のこと．
 5　ここでの芥川氏のコメントは，2008年 2月 12日の日亜化学工



29

知財と企業の競争力 ― 知財を梃子にした事業競争力の確立

業（徳島県阿南市）でのインタビューに基づいている．
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