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１．支援企業
（１）概要

Ｊ社は2005年に設立され、Ｘ業界

において、とある製品の企画・製造・

販売を行っている株式会社である（現

在、社員は３人）。

（２）筆者との出会い

日頃からＸ業界が抱える課題の解決

策を模索していたＪ社のＴ社長は、あ

る日その糸口となりそうな新しい技術

を思い付いた。この技術の実現に向け

て「まずは自社でやってみよう」と考

え、当時、取引のあったいくつかのシ

ステム会社に話を持ち掛けたが「そん

な技術は見たこともないし、つくった

こともないので、どうしたらよいか分

からず、見積もりも出せない」といっ

た趣旨の回答に終始し、つまずいてし

まう。

「見たこともない……ということは、

この技術はまだ誰も実現したことがな

く、特許を取れる内容なのかもしれな

い」と思ったＴ社長は、都内の無料相

談会に駆け込んだ。これがＴ社長と筆

者との出会いである。

２．支援の始まり
（１）無料相談会

Ｔ社長から技術の詳細を伺った結

果、「法律上の発明に該当するものの、

新規性および進歩性が認められなけれ

ば特許は取れません。まずは、特許取

得の可能性をみるために、先行技術調

査から始めてはいかがですか？」と回

答をした。

この時点で筆者は「技術の内容はＸ

業界の課題解決に対して行うもので、

発明者はＸ業界においてビジネスを

行っているＴ社長であるから、当然Ｊ

社自身が実施するもの」と考えていた。

（２）特許出願後の支援

無料相談会後に先行技術調査を行っ

たところ「その技術を基礎づける技術

A1について特許の可能性あり」とい

う結果であったため、技術A1につい

て特許出願を行うことになった。

出願後、技術A1の事業化をどう進

めてよいか分からなかったＴ社長か

ら、筆者は改めて事業化の相談を受け

た。具体的には「技術A1の事業化は

壮大すぎて、自社での実施は困難であ

ると考えています。このため、他社に

特許権のライセンスを行う支援をして

いただきたい」という話である。

筆者としては「技術A1のビジネス

は、Ｘ業界にいるＪ社の事業に沿うの

で、やり方によっては自社での実現の

余地もあるのでは？」と思っていたも

のの、Ｔ社長のなかで「自社実施は不

可」という結論が出ているため、その

意思を尊重する必要もある。

そこで、筆者は支援のテーマを「ライ

センス先の探索」としながらも、「自社

実施可能なモデルの実現」をオプショ

ンの一つとして進めることにした。

３．支援内容
（１）大枠の流れ

売り込みたい業界はＸ業界と当初か

ら明確だったので、「Ｘ業界における
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ライセンス交渉先の選定」を主な支援

内容とした。大ざっぱな流れは図１の

とおりである。なお、本稿執筆時点で

は④の段階であるため、以降、①～④

の詳細について説明する。

（２）支援の詳細

① 業界の課題の確認

まず、Ｘ業界が抱える課題について、

Ｔ社長と確認した。技術A1が解決し

ようとしている課題については、特許

相談時に伺っていたものの、Ｘ業界の

課題をゼロベースで検討すべく、「特

許取得のための課題」はいったんおき、

Ｘ業界の現状および課題について改め

てヒアリングした。

次にインターネット上で得た統計情

報や業界雑誌の情報と、Ｔ社長からヒ

アリングした情報とを組み合わせ、ま

たは対比しながら、「Ｘ業界における

課題」の仮説を立てた。

その後、Ｔ社長に対し仮説「Ｘ業界

における課題」を提示すると、これま

でＴ社長のなかで言語化されずにいた

情報が新たにアウトプットされる。つ

まり、この仮説が議論のたたき台とな

るのである。

こうして議論を重ね、Ｔ社長から得

た知見を反映しながら仮説を修正して

いった結果、Ｘ業界が抱える課題とし

て、課題α（技術A1が解決しようと

する課題）に加え、新たな課題β、課

題γの３つがあることを確認した〈図

２（Ａ）〉。

もし「業界の課題の確認」の段階に

おいて、「技術A1が解決しようとして

いる課題」を中心に検討してしまった

場合、「特許が取れそうな技術A1」や

「技術A1が解決できる課題α」にとら

われてしまい、結果として、Ｘ業界が

抱える課題をゼロベースで検討するこ

とが難しくなる〈図２（Ｂ）〉。

そうなってしまうと、技術A1と関

係がなさそうな課題βやγの気づきに

は至らなかったであろう。結果論のよ

うに見えるかもしれないが、ゼロベー

スで検討するためには、特許相談のこ

とはいったん忘れたほうがよいことも

ある。

図１　事業化支援の全体的な流れ

図２　抽出される課題（対比）
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② 業界構造の確認

Ｘ業界の業界構造を確認すべく、サ

プライチェーンのレイヤー（企画、設

計、製造、流通、小売り）を確認する

とともに、そこに所属するメインプ

レーヤーをチェックした。

③ 課題と技術の整合性確認

ここでは、以下の（あ）、（い）の２点

について検討した。

（あ）課題解決を望む人は誰？

このプロセスもまた、ゼロベースで

検討を行う際にはとても重要である。

例えば今回の場合、技術A1が解決

可能な課題αは「発明者（つまり、企

画、設計）」のためのものであった。

このとき、単に「特許取得のための課

題α」を考えないようにするだけでは、

検討時に「発明者」の視点を外すこと

が難しくなってしまう。

そこで、発明者のバイアスを外すた

めに、発明者とは違う立場の観点（製

造、流通、小売り等）を用意し、複数

の立場から、技術A1を改めて検討す

ることが必要である。今回はその成果

として、課題αの解決を望むのは、企

画や設計のみならず、小売りでもある

ことが分かった〈図３（Ａ）の上行〉。

「課題β、γの解決を望む人」につ

いても、課題αと同様に、レイヤーご

とに抽出した〈図３（Ａ）の下２行〉。

（い）課題β、γの解決方法は何？

技術A1が解決する課題αとは関係

がなさそうな課題β、γであっても、

その解決方法を検討していくと、技術

A1やその要素（例えば、構成要素ア、

イ）を起点に解決の糸口を見つけ、改良

技術に到達することも珍しくはない。

今回は新たな課題β、γの解決方法

として、技術A1の関連技術A2、A3に

到達した〈図３（Ｂ）〉。これら技術

A2、A3は、今後の検討状況を踏まえ、

特許出願を行う予定である。

④ ビジネスモデルの構築

ターゲットに対し技術A1 ～ A3を

そのまま提供しても、市場への技術の

浸透がうまくいくケースばかりではな

い。そこで、技術の浸透を進める方法

を考えた。提案先（企画、設計、製造、

流通、小売り等）によって事業の仕組

みは異なるため、提案先ごとに技術

A1 ～ A3に係るビジネスモデルを検

討したのである（図４）。

ブレークダウンがここまで進むと、

Ｔ社長も「この内容であれば自社でも

プロトタイプがつくれそうなので、ラ

イセンス交渉前の準備として、実証実

験を行ったほうがよさそうだ」といっ

図３　業界の課題の対応マップ

図４　ビジネスモデルのマップ
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（Ａ）「業界の課題」と「課題を抱えているレイヤー」の関係
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（Ｂ）「業界の課題」と「解決方法」の関係

技術A1＝ア＋イ＋ウ

技術A2＝ア　　＋ウ＋エ

技術A3＝ア＋イ　　　　＋オ
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課題β BM24 BM25

課題γ BM34 BM35
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（２）全体的な見通しを立てて、少し

ずつブレークダウンしていく

Ｔ社長は当初この技術を着想したと

き「この技術がモノになるかもしれな

い！」という思いがありながらも、そ

れを具体化していくことができずに

困っていた。筆者はＴ社長との面談に

おいて、Ｘ業界全体を見渡し、抽象的

な議題から少しずつブレークダウンを

行い、具体的な議題となるように議論

を進めた。

その結果、Ｔ社長の頭のなかで着想

された「技術」は、「その技術を使っ

た商材」のみならず、「Ｘ業界におけ

る課題」「課題解決を望む相手」「提供

先にとってのその商材（技術）の価値」、

そして「継続的な取引の仕組みづくり」

へと昇華していった。

このように少しずつブレークダウン

していくことで、相談当初「Ｔ社長に

とって壮大な計画と考えられていたも

の」についても、検討事項や次にやる

べきことが次第に具体的になるため、

本当に自社において実現可能なのか否

かの判断を行いやすくなる（図５）。

た印象を持ち始めており、現在、その実

証実験を準備している。

４．支援企業の気づき
（１）大切なことは技術をビジネスの

形に落とし込むこと

今回の支援では、筆者との面談を通

して、取引の現状について確認しなが

ら、①その技術をどのように導入して

いけばよいか？　②事業の継続性を生

むためにはどのようなビジネスモデル

（仕組み）がよいか？　について議論

を重ねてきた。

どんなによい技術であっても、それ

をビジネスにするためには、その技術

を必要としているターゲットに対し

て、「技術を利用した商材」の提供に

とどまるのではなく、「技術を利用し

た商材」の取引が継続していく形にす

ることが望ましい。

ゆえに、よい技術だけではなく、そ

の技術の提供先、提供先の事業構造や

事業環境への理解と、これらに基づい

てビジネスの形（継続的な仕組み）へ

落とし込むことが大切である。

（３）一人で検討したまま進めない

Ｔ社長のなかで検討済みであった 

内容も、筆者との議論によって気づく

こともあれば、筆者に対して改めて説

明したときに気づくこともある。つま

り、一人で考えるよりも、他人に相談

することにより、その他人の知見を利

用しながら、自身が持つ情報を再整理

できる。

Ｔ社長いわく「ここまでを振り返っ

てみると、単なる相談というよりは、

技術をビジネスとして具現化するため

の壁打ちを行いながら、前に進んでい

たのだと思います」とのことであった。

５．弁理士としての貢献
事業化を進める際には、さまざまな

困難がつきまとう。そして、そこを克

服するために経営者はたくさんの情報

に触れては、課題解決に適したものを

取捨選択しつつ、事業全体の整合性を

取る作業が必要になる。しかし、これ

らを経営者一人で考えるには限界があ

る。特に、新規事業の場合、自由度が

高く、検討の範囲も広くなるため、そ

の負荷は大きい。

最初は普通の特許相談だったとして

も、その縁をきっかけに、相談者が思

う事業内容を聞く姿勢があれば、相談

者もその事業内容について話をするよ

うになるだろうし、結果として、弁理

士の新しい貢献の道も開けると思う。

図５　情報が段階的に整理される過程（模式図）


