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技術系中小企業は，研究開発から創出された知財を事業行動に戦略的に活用することで企業競争力や収益力を高
める努力をする．また，そのような知財経営を実践するには，成果を上げるべき課題（知財課題）がある．本稿は，
株式会社オプナスの知財活動を事例分析することで，技術系中小企業が経営課題から普遍的な知財課題を抽出し，
それらに対して知財活動により成果を上げ，知財経営に変革をもたらすことを解明する．最後に，この変革から
顕在化した組織改革や活動評価基準の課題が提示され，経営者の意志と行動力が，成果が上がるまで時間が掛か
る知財経営とその成果物である企業競争力を結びつける成功要因の 1つとして指摘される．

■キーワード　　知財経営，技術系中小企業，組織改革，知財課題，評価基準

1.　はじめに

本稿の目的は，知財を経営改善の糧として組織改
革に活用した技術系中小企業の事例分析をすること
により，経営課題が起点となった普遍的な知財課題
に成果をあげることで企業競争力を高められること
を検証することである．対象となる事例は，特許庁
が2004年度から2006年度までの3年間，日本の中小・
ベンチャー企業に知財経営の導入を促進させること
を目指し実施した「地域中小企業知的財産戦略支援
事業」で創出された合計 13件の知財経営支援先の
1つ，株式会社オプナスである．
この事業の基本コンセプトである「知財経営」と

は，自己の保有する資産のうち，知的資産をコアと
して，競争力や収益力を高める経営をいう（鮫島，
2006，p. 20）．知財経営は，この事業がスタートし
た当時，特に中小企業にとっては馴染みの薄いビジ
ネス概念であった．事業戦略，研究開発戦略，知財
戦略の三位一体の重要性は今でこそ様々な場面で聞

かれるようになったものの，当時は実質，未だ手付
かずのコンセプトであった．中小企業経営者にとっ
て，その経営的メリットが顕在化できなければ実際
の経営に活用することができない．この事業は，そ
のような認識の中，中小・ベンチャー企業における
知財経営の導入手法を，知財経営コンサルティング
を実施（事例の創出）しながら体系化したのである
（独立行政法人中小企業基盤整備機構，2007）．
前記，知財経営コンサルティング事業の支援を受

けた株式会社オプナスの知財活動を事例分析するこ
とで，技術系中小企業が知財で企業競争力をどのよ
うに高めたのか，その際の課題の抽出と課題解決の
ための方法論を検証すると共に，知財活動を実施す
ることで顕在化した組織改革の課題についても考察
する．

2.　検証すべき仮説とその抽出

技術系中小企業にとって，自己の競争力や収益力
を高めるために研究開発から創出された知財を何か
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しらの事業行動に活用することは必然の成り行きだ
が，その認識や活用方法などは個別企業によって千
差万別である．ただ，そのような企業が知財を軸と
して企業競争力を高めるためには，普遍的に問われ
る課題（知財課題）があると思われる．また，それ
ら知財課題に対し系統的に成果を上げることで，知
財を軸とした企業競争力を高められるはずである．
適切な知財活動を進めるにあたり先ず確認しな

ければならないことは，経営課題に対して成果を上
げるという効果的な知財活動のループを作り出すこ
とが出来るかどうかである（特許庁総務部普及支援
課，2009，p. 4）．知財活動はオールマイティーな手
法ではなく，多岐に渡る経営課題を全て知財活動で
解決できるわけではない．重要なことは，何らかの
知財活動で経営課題に対して成果を上げられるかど
うかを精査することである．即ち，経営課題と知
財活動を結びつけるには，経営課題の中から知財活
動で解決できる課題（知財課題）を的確に設定する
ことが重要なのである（特許庁総務部普及支援課，
2009，pp. 6-7）．
本稿で事例として取り上げる株式会社オプナス

（以下オプナス）は，昭和 23年の設立以来，商業金
庫扉用の錠前を皮切りに，各種錠前やセキュリティ
商品の企画・開発・製造・販売を一貫して行う精密
機械製造企業に成長した．今では自動販売機の錠前
で高い市場シェアーを有している．また，昨今，オ
プナスは建築錠前の市場に新規参入を企てており，
同社経営陣はその市場参入にあたり下記の経営課
題を抱えていた（特許庁総務部普及支援課，2008，
p. 88）．
経営課題①　長年の工業製品を中心とした下請け

体質から脱却し，商品の企画提案力
を強化する．

経営課題②　新しい商品を投入しても直ぐに競合
他社の類似商品によって事業機会が
減少している既存市場で収益源を安
定させる．

オプナスは知財活動を実行するにあたり知財経
営の専門家（以下支援チーム）のコンサルティング
を活用した例である．支援チームは，支援プログラ
ムを作成するため先ず入念なヒアリングを行い，同

社の知財意識や現状を確認した（特許庁総務部普及
支援課，2008，p. 89）．
事実①　経営陣の知財マインドは高いが，組織と

しての具体的な活動にまで落とし込まれ
ていない．

事実②　知財の権利化活動についても方針の不在
から戦略性に欠けてしまっている．

事実③　製品開発工程の各レビューでの確認事項
に知財に関する項目がなく，出願の決定
や侵害回避作業は任意のタイミングで決
定されている．

事実④　発明の抽出は，主として試作品が完成し
た後の試作品レビューにおいて行う習慣
がある．

上記ヒアリング結果と前記経営課題から，支援
チームは「経営改善の糧としての知財」をテーマに
下記の知財課題を抽出した（独立行政法人中小企業
基盤整備機構，2007，p. 73）．
知財課題①　知財方針の必要性．
知財課題②　知財管理の必要性．
知財課題③　権利化プロセスを強固にする必要性．
知財課題④　営業秘密管理の必要性．
本稿はこれらを普遍的な知財課題と仮説づけ，オ

プナスの知財活動の事例を使って企業競争力が高め
られたか検証する．

3.　4 つの知財課題を基軸に実施された知
財活動の分析

企業が組織改革に取り組むにあたり，様々な弊害
に直面することは良く知られていることである．ま
た，正しい改革をしたとしても，その成果が企業の
血となり肉となるまではある程度の時間が掛かる．
また，知財活動はその課題によって活動の対象とな
る部署や意思決定レベル，時系列も異なることが多
い（特許庁総務部普及支援課，2009，pp. 139-140）．
その現実を踏まえて，オプナスの支援チームは 4つ
の知財課題に対して個別の支援プロジェクトを実施
し経営改革をスタートした．
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3.1.　分析 1 : 知財戦略構築プロジェクト

知財活動を計画するにあたり先ず必要なことは，
企業経営者が抱えている経営課題や遂行している事
業戦略などの確認とともに，今までの研究開発や特
許出願の動向を把握することである．特に，研究開
発予算と特許出願の関連性を短期，中期，長期に分
類して統計的に分析することで，今まで経営者が漠
然とした流れの中で見てきた情報を客観的に把握す
ることができる．
予算を基準に統計化した結果，オプナスにおいて

研究開発は短期テーマが全予算の粗半分を占め，中
期が約 1/3，長期においては 1/6であった．それに
対して，過去から今までの特許出願累計件数は短
期テーマが全体の半分以上で，中期は 1/3程度では
あるが，長期においては長期の開発予算と比較して
も比率的に下回る結果となった．特許出願のデータ
は今までの累計であるので，常に製品開発を行っ
ている企業にとっては，短期の研究開発テーマに直
結した出願が多くなるのは自然の成り行きともいえ
る．同時に，中期と長期の研究開発テーマの戦略的
な知財アプローチが将来の企業の競争力に影響を及
ぼすことが見えてくる（特許庁総務部普及支援課，
2008，p. 90）．
前記の研究開発予算や特許出願のデータは，事業

と知財を客観的に結びつけ，経営陣に有効な自己分
析ツールになる（特許庁総務部普及支援課，2009，
p. 143）．客観的データそのものは答えではないが，
経営陣が経営プロセスを見直すきっかけとなるので
ある．今まで明確な知財戦略がなく知財関連の予算
が不明確であったオプナスも，それらのデータが基
となり，翌年度からの知財活動に関連する予算編成
に取り掛かるとともに，経営陣が知財戦略に関する
基本方針の明文化が図られた．また，同社経営者は
年初に社員に対して知財基本方針を発表することに
より，経営者として知財活動に肩入れすることを明
確にし，従業者にとっても将来の研究や開発意欲を
促せることになったのである．
経営プロセスや管理体制にメスを入れる場合，オ

プナスのように，経営陣が率先して実践し社内に示
すことが成功確率を上げられる．その際，従業者と
の意思疎通も必要不可欠である（特許庁総務部普及

支援課，2009，p. 151）．下請け体質を自己提案型に
改善することが重要な経営課題である同社では，創
造の源である開発者（従業者）を創造プロセスに上
手く乗せる方法として知財を共通言語化したのであ
る．

3.2.　分析 2 : 発明管理体制構築プロジェクト

知財ポートフォリオの構築は，企業が遂行してい
る事業戦略を機軸に対応することが必要である．ま
た，技術分野によっても異なるが，原則として基本
特許＋周辺特許の二段構えの対応が求められる．製
品開発において知財の権利化を図る一連の流れは，
いつ，どのように，何を抽出するかを管理すること
が問われる．それは技術系企業にとって事業の根幹
に関わる知財活動である．ものづくり企業の場合，
製品開発プロセスは市場（顧客）情報から始まり，
企画，設計，試作，量産，という一連の流れが一般
的である．ただ，そのプロセスの中で知財をどのよ
うに位置付けているかは企業によって異なり，抽出
される発明の概念レベルも後半に行けば行くほど具
体化（下位概念化）1）する傾向にある．
オプナスでも，市場情報＞企画＞設計＞試作＞

量産までの研究開発工程の流れでものづくりが行わ
れ，以前に認証された ISOのルールに基づき，夫々
の工程において企画会議が存在していた．ただ，そ
のプロセスの中で稟議上げ資料や討議事項に知財が
存在していなかったのである．その結果，企画会議
の議論が白熱していても，その本質を担保する知財
の対応が疎かになっていた．通常，研究開発工程の
前半では商品コンセプトや基本的な技術（上位概念
的な発明）が議論されるが，議論を重ねる毎に上位
概念が常識化してしまう．常識に変化した発明は会
議の中では新規性もなくなり，いつの間にか特許出
願の対象から外れる．オプナスでも，知財活動に取
り組む前は知財の抽出の時期が試作後であったこと
で，出願の請求項は下位概念発明が中心で，常識化
した上位概念が組み込まれないことが多かった（独
立行政法人中小企業基盤整備機構，2007，p. 78）．
この問題を改善するため，オプナスは夫々の企

画会議に発明検討会を併設し，稟議上げには知財項
目を組み込み，討議の必須事項にしたのである．知
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財項目の具体的な内容は開発案件によって若干異な
るが，原則として先行技術調査報告が無ければ先に
進まない．また，発明検討会で侵害の検討がなされ
る場合，知財担当者が支援チームから提供された侵
害検討のフローチャートに基づき，議事を進行する
ルールを作ったのである．勿論，今まで慣れ親しん
だ経営プロセスを新ルールだけで変えることは現実
的に難しい．オプナスでも，知財活動に取り組み始
めた当初は，この新たなルールがあるにもかかわら
ず，「この試作品は OOが上手く出来ていない」と
か「コストが問題だ」などの最終商品に向けた詳細
設計の議論に傾く傾向があった（独立行政法人中小
企業基盤整備機構，2007，pp. 79-80）．
前記のように，経営プロセスを改善するために

ルール化するだけではその成果は生まれない．ただ，
議事ルールはその不安定な討議プロセスを原則から
逸脱させない法則である．オプナスの経営陣は，支
援チームを迎え入れ，その不安定なプロセスを運営
する方法を OJTで体得することを試みた．支援チー
ムはあくまでもオブザーバーであるが，会議運営
の中で発明の抽出を上位概念から下位概念まで整理
する後押しをした．研究開発プロセスで発明の抽出
を的確に行うには，ルールに基づいたプロセスの実
行が必要である．知財活動に着手した当初は戸惑い
があったオプナスでも，その回数を消化することで
徐々に改善されてきている（独立行政法人中小企業
基盤整備機構，2007，p. 80）．

3.3.　分析 3 : 権利強化体制構築プロジェクト

技術系企業では，研究開発工程で抽出された知
財を権利化することも知財管理体制の重要な役割で
ある．その管理プロセスを出来る限り社内に内生化
することが，出願権利の範囲をコントロールするこ
とに繋がる．オプナスは，今まで発明の内容を記載
する書式に関するルールがなく，特許出願を依頼し
ている特許事務所に対し，実際には設計図面や試
作品などを代用していた．その結果，戦略的に取得
したい権利範囲や既存技術に対する新たな効果や
バリエーションなどが弁理士に十分に伝えられてい
ないことが多く，発明の打ち合わせも特許事務所で
のミーティングに留まっていた．また，明細書の原

稿を確認するプロセスもルール化がなく，実質，権
利内容が特許事務所の能力に依存している経営体
質であった（独立行政法人中小企業基盤整備機構，
2007，pp. 80-81）．
このような外部能力に依存する体制を改善させ

るため，オプナスは権利強化対策においても研究開
発工程で対象になる従業者に OJT方式の活動を実
践させている．まずは支援チームによる特許明細書
の書き方や先行技術調査の講座を社内で開催し，企
画から設計，生産の各部署に知財の重要性を認識さ
せる努力をした．また，特許明細書の原稿を確認で
きるよう明細書の項目チェックリストを導入し，知
財担当者以外でも原稿のチェックができる環境を整
備したのである．オプナスが知財活動に取り組む際
に設定した活動テーマ「経営改善の糧としての知財
情報」を実践しているのである．

3.4.　分析 4 : 営業秘密管理基盤構築プロジェクト

オプナスのような精密機械分野の企業では，知財
ポートフォリオにおける営業秘密（ノウハウ）の比
重が重い場合が多い．顧客情報から鍵の変数表，生
産プロセスにおいて製造工程の至る所で働いている
熟練した職人までノウハウに関わる経営要素は様々
だ．その割に営業秘密は，事業活動に密接でありな
がら特許のような権利化プロセスを必ずしも経てい
かないこともあり，日々の経営で見落とされている
ことが多い．そのような情報を顕在化（ノウハウと
して文章化）させることが営業秘密に関わる知財活
動の第一歩であるが，職人の転退職に対しては雇用
契約や社員モーチベーション対策なども必要不可欠
な活動になる．
長年セキュリティという鋭敏なビジネスを手掛

けているオプナスでも，営業秘密などの情報管理に
改善の余地が見受けられた．オプナスは，ノウハウ
が蓄積している製造工程を見直し，今までの情報管
理の検証や入退室などのセキュリティ体制の検証な
どを経て，一番重要と思われる営業秘密についての
管理体制を強化することから始めた．この一連の活
動でも，第三者（支援チーム）が関わることで日々
の経営プロセスに埋没しがちなノウハウとその環境
要素を客観的に顕在化させることができたと言える
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（独立行政法人中小企業基盤整備機構，2007，p. 81）．

4.　ディスカッション

技術系中小企業にとって，知財を戦略的に活用し
て企業競争力と収益力を高めることは，営利企業体
として株主に対する企業価値を最大化するための必
然的な成り行きであろう．ただ，その方法論は企業
固有の経営課題によって千差万別で，机上で書くほ
ど簡単なものではない．また，一言で企業競争力と
言っても，企業経営者によってその定義が異なるこ
ともある．オプナスの経営者（峯村陽一代表取締役）
へのインタビューの結果，同社の目指す企業競争力
は，「競合他社との明確な差別化が図られ，自社の
商品が選ばれることであり，その評価基準はあくま
でも最終ユーザーにある」としている（「社長イン
タビュー（未発表）」）．同社は社内の知財力を高め
ることでその企業競争力を創出することを決め，下
請け的な経営体質を改善し，自己提案型の企業に移
行するため知財を経営改善の糧として活用したので
ある．上記を踏まえ，下記の論点を考察する．

4.1.　論点 1 : 抽出された 4 つの知財課題が普遍的，
且つ系統的である必要性

本稿は株式会社オプナスの実際の知財活動を事
例分析し，技術系中小企業において知財がどのよう
に企業競争力に結びつくのかを検証してきた．ここ
では，オプナスの経営課題から抽出された 4つの知
財課題（知財方針の必要性，知財管理の必要性，権
利化プロセスを強固にする必要性，営業秘密管理の
必要性）が，技術系中小企業にとって普遍的に，且
つ系統的に必要な課題かどうかを考察する．
前記知財課題のうち，知財活動の実際を考えた

とき真っ先に浮かぶのは，特許実務に直結した知財
管理と権利化プロセスの必要性であろう．どのよう
な中小企業でも，技術系である以上，知財管理と権
利化プロセスは何かしらの知財活動要因になるから
である．技術分野によっては営業秘密管理も重要な
活動要素だ．また，企業活動の中で，市場情報＞企
画＞設計＞試作＞量産の研究開発工程においてその
根底に流れるものは事業戦略である．その事業戦略

は企業経営者の意志から生まれる事業投資が優先さ
れ，その結果として研究開発工程で知財が創出され
るのである（特許庁総務部普及支援課，2009，p. 12）．
この一連の流れを鑑みると，経営者の意志と，事

業投資の基軸となる知財の方針がものごとのスター
トポイントであることが理解できる．知財活動を遂
行するにあたり，知財実務に関わる知財課題とは異
なる，経営の基軸になる知財課題も必要不可欠であ
ることが見えてくる．即ち，知財方針は，経営者の
事業戦略において知財活動のアンカー役を果たすの
である．知財管理と権利化プロセス，また営業秘密
管理という知財実務の課題と共に，それらを下支え
する事業戦略に通じる知財方針が全てパッケージ化
されて知財活動が遂行されることが必要不可欠であ
ることが理解できる．

4.2.　論点 2 : 組織改革に伴う一時的な非効率性

オプナスが知財活動に取り組んだきっかけは，同
社の経営課題である「下請けからの脱却」に対して
成果を生ますことであった．同社は工業製品として
の錠前市場では実績を伴う高い技術力を有していた
が，建築市場に後発企業として新規参入する上で，
自己提案力やブランド力などの新たな組織能力が必
要になった．組織の能力は，資源，プロセス，価
値基準の 3つの要因によって決まるが，組織が成長
するにつれ，組織の能力の中心は資源からプロセス
や価値基準へと移行する（クリステンセン，2001）．
しかし，オプナスの実績を伴う長年の工業製品製造
の下請け体制はそう簡単には自己提案型に移行でき
なかった．同社に根付いていた下請け体制の経営プ
ロセスと工業製品の価値基準が，知財活動によって
起きた新たなプロセスと自己提案型の価値基準を受
け入れにくくしたのである．経営者にとってのジレ
ンマは，従業者の反復作業によって根付くプロセス
（組織が価値を生み出すメカニズム）そのものが，
本質的に，変化をこばむことである（クリステンセ
ン，2001）．
オプナスの経営者は，その打開策として知財コン

サルタントという第三者の知見を導入し，知財とい
う共通言語を用いて社内に新たな風を吹き込んだの
である．その対策が功を奏し，支援チームが関与し
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ている間は様々な課題が上手く改善された．ただ，
支援が終了した直後は，経営陣から企画，設計，製
造に至る各部署で知財の知識が増えた分，知識の一
時的な消化不良が起きたのである．オプナスの峯村
社長も，支援終了直後は，経営陣から従業者まで知
財活動を継続できるかという不安と困惑が生じてい
たと語る（社長インタビュー，未発表）．
このように，オプナスが 4つの知財課題に対する

成果を生ますため活動した結果，組織改革に類似し
た環境変化が起きた．組織改革で社内のプロセスや
価値基準が変化した企業では，従業者の戸惑いや困
惑が組織運営における一時的な非効率性の引き金に
なる．その過渡期に，知財課題のひとつである知財
方針の設定と社内告知も，経営者や従業者の知財活
動を後押しさせたと思われる．また，オプナスの経
営者が率先し継続的な改革の先陣を切ったことが，
その不安定な経営状況をひとつひとつ解消させた要
因と示唆される．

4.3.　論点 3 : 知財活動の成果を評価する基準として
の収益力

営利企業体は，様々な事業活動を実行し，最終
的には企業価値の向上に結びつけるよう努力する．
ターゲット市場における自社商品価格のコントロー
ル性やマーケットシェアの拡大と維持などは，知財
活動の成果の 1つとして存在する．知財活動はその
基本ツールが知財という無形資産で，権利化するた
めの時間や初期投資も掛かる．また，それが企業活
動としての成果（収益力）に結び付くためには，権
利化（或いはノウハウならばブラックボックス化）
された知財を事業活動に活用しなければならない．
要は，知財活動の成果が企業競争力として顕在化す
るまでは時間も忍耐も要するのである．
とは言え，経営者にとって事業活動の評価は必然

的な経営プロセスであり，様々な初期投資が必要な
知財活動の成果評価を何年も先に持ち越すわけには
いかない．また，活動と成果の時間軸の間でも何か
しらの中間評価をしなければ，知財活動そのものが
風化するリスクが生じる．オプナスではその中間評
価にグッドデザイン賞の受賞などを活用している．
一見すると知財との関連性は薄く見えるが，自己

提案型になりデザイン力やブランド力も強化したい
同社にとっては有効な基準の 1つだ．社長のインタ
ビューから，中間評価では第三者の評価基準を使う
ことで，社内外にアピールでき，知財活動を風化さ
せない効果があるとしている．また，同社は長期的
な知財活動の評価基準は受注＋収益の増加と位置付
けているが，収益力以外の定量的な基準として，新
規顧客の増加数と増加率，増加ペースを活用してい
る．特に既存顧客においては，取引の品目増加率も
重要な指標と位置付けている（社長インタビュー，
未発表）．
中小企業経営者が，成果を顕在化させるまで，時

間も忍耐も要する知財活動に取り組むか否かを判断
することは非常に難しい．これは，オプナスの事例
でも難題であることが理解できる．また，昨今では
その判断に寄与する知的資産の価値評価方法がある
が，インカムアプローチ，コストアプローチ，マー
ケットアプローチ共にどれも一長一短がある（山本・
森，2002，p. 85）．筆者が知り得る限り，知財活動
の時系列を客観的に読み取れる核とした評価基準や
ツール，その方法論は未だ確立していない．そのよ
うな環境下では，中小企業経営者の事業意志と，知
財と事業の関連性に対する認識が，最終的には知財
活動に取り組む姿勢を決めると言っても過言ではな
い．

5.　結語

株式会社オプナスの事例分析で，4つの知財課題
に対する成果を生ますことにより知財経営に変革
をもたらすことが確認された．また，これらの知財
課題は普遍的な要素であることも事例から解明でき
た．しかし，知財活動は，初期投資が必要な割には
その取り組みから成果が顕在化するまでの時間を短
縮させることは非常に難しい．特に，取り組みの内
容が組織変革を伴うものは，社内プロセスに根付く
まで様々な弊害を乗り越えなければならない．その
結果，知財活動が一時非効率な組織活動を誘発する
ことがある．オプナス社でも知財戦略のコンサル期
間が過ぎて 2年ほどは過渡期であった．それは知財
コンサルから得た様々なツールやアドバイスを同社
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なりに租借し，同社の「もの」にするために必要な
時間だったのかもしれない．
オプナスのように，様々な経営資源が大手企業よ

り限られている中小企業にとって，活動の成果が顕
在化するまで時間が掛かる知財活動に取り組む判断
は非常に難しい．同社の場合は，経営課題に合致し
た政府主導の支援プロジェクトがタイミングよく存
在したことも功を奏した．ただ，政府の支援があっ
たから自動的に成果が生まれたわけでもない．専門
家の支援の終了後生じた過渡期に挫折せず，何かし
らの形で知財活動を継続し，その成果を顕在化させ
たのは，同社の経営者が率先して改革の先陣を切っ
たからであることが示唆された．また，その経営者
を後押しした要因は，社員に知財活動の指針を告知

し，経営者にその遂行をコミットさせた前記知財課
題の知財方針であったが，これらの検証は更なる研
究が必要である．

注
　1　上位概念＝基本特許，下位概念＝応用特許．
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