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（１） イノベーションの変質とデザイン思考

プロパテント戦略

技術 ➡ 特許 ➡ 新製品 ➡ 市場に普及 ➡ 利益

イノベーションの実現

20世紀＝D＞S の時代
➡ 市場の獲得 維持
➡ 継続的利益
➡ 技術に再投資

S リードのリニアモデル＝核となる IP を押さえて

21世紀＝D＜S の時代

D リードの市場 ＝新技術・新製品でも選ばないと売れない＋複雑系

デザイン思考＆
プロイノベーション戦略

・ D を理解したビジネスのデザイン
・ 必要な資産の選択組合せ

がイノベーションの鍵

イノベーション

利益

行動等のデータ

デザイン
思考

新サービス
新商品
新ビジネスモデル

Suppliers
技術

人材

知財

ノウハウ

信頼

組織力

Demand
ウォンツ

嗜好
マイブーム ニーズ

選択
熱中トレンド

データ
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・ オープン・イノベーション
特定分野→複雑系＝分野横断
組織内→様々な外部の知との融合

・ デモクラティック・イノベーション
（Open Innovation 2.0)
研究室→イノベーションセンター、リビングラボ

フューチャーセンター
技術者＋需要者・生活者

・ データを活用したデザイン思考

○様々な人・分野の知の融合をもたらす新しい場が重要
（フューチャーセンター/イノベーションセンター/リビングラボ、積極的な部局交流、出向者の活用）

○価値創造のパーツとしての知財の位置づけ・価値の変化

○企業の価値創造についてのステークホールダーとの対話

(２) ２１世紀のイノベーションの特徴
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① f も x （保有する資産の組合せ）も百社百様。
② x の中味だけでなく、 x の中味を活かせる f になっているかも重要。
③ y を高めるには、x の増大、f にマッチしたx の選択、x を活かすf＝経営のデザ

インの変更がある。
④知的資産としては、人的資産（従業員の知識・ノウハウ、リーダーシップ等）、
組織資産（IP、チームワーク、技術の蓄積、忠誠心など）、関係資産（評判、長期
的関係など）がある。

ポイント

○企業は、価値創造メカニズムであり、インプットを選択し、組合せて価値に転換
する内容がビジネスモデル。

○上の点線部分は、従来企業が開示してこなかった部分。ここ数年は、この部分
を含む「統合報告」が次第に普及。

Input : x (x1, x2,…,xn) Output : y = f (x)

有形資産

知的資産などの
無形資産

企業＝f 

企業 = 価値創造メカニ
ズム/固有のビジネスモ
デル

y ： 創造される価値

これを現在価値に割り引いた
ものが現在の企業価値（例）企業Ａの場合関数 : f a

f ：Inputを価値に変換
する関数

（例えば、利益、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ）

入手可能な外部資産・
ユーザ等のデータ

(３) 企業のビジネスモデルをデザインする
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（１） Big Pictureとは（ジグソーパズルのメタファー）

ピースの数＝４０

全体が完全につながっ
た完成形

=Big Picture

一部の情報がつながっ
ているが、全体像には

至らない

つながりのない
それぞれの情報

ピースの数＝４０ピースの数＝４０
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全体として
ー 情報の洪水→大事なことの抽出が難しい
ー 事象の複雑化→様々な知識が必要
ー 多様化する社会→様々なソリューション

日本人にありがちなのは
ー 縦割り、縄張りが好き
ー 賢い人は１００点が心地よい
ー 持ち場から出るリスクが取れない
ー 大きな将来より小さな現状の改善が好き
ー 人と「違う」アプローチに自信がもてない

（２） なぜBig Pictureが生まれにくい？
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全体がつながったゴールとしての姿を先
に見据え、重要なピースを選択し、磨き

ながら仕上げていく

全体像は不明確でも、個別のニーズを
満たす綺麗なピースを磨く

ピースの数＝４０ピースの数＝４０

（３） Big Pictureをデザインするという思考
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？

帰納的？ 演繹的？ 両方？

（４） Big Picture をどう作り、使うか
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ー 本質が見え、大きな変革が可能になる。

ー その変革のために大事なこと、目標を明確にできる
→組織なら方向性を共有できる

ー ほんとに大事なピースは何か、どこは
多少手を抜いてもいいか、重要性の
序列はどうかがわかる

ー 何がどう関連しているのかがはっ
きりする

→関連する人やものを巻き込める
→大きな変化につながる

ー 未来思考になり、視野が広がる

（５） Big Pictureの効用
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ー 多様な知識、情報、ノウハウ、技術、
経験の集積（○）

ー つなげ、ひらめく場（△）
ー 可視化＆Brush Up、一定の支持が得られる

かのテスト（△）
（実践）
ー 司令塔によるpictureの提示、共有、牽引（△）
ー 試行錯誤で実践する場（△）
ー 能力・技術、チームワーク・組織力（○）

Future Center ＆Living Lab.への期待

○はもともと日本の強い部分、△は弱い部分

（６） Big Pictureを生み、変革する要件
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１） 異なる分野の人が集まる「場」の存在
２） 人を集め、コミュニケーションを活性化させる「仲介者」の存在
３） 課題設定、言語共通化など議論を活性化させる「ノウハウ」

「ひらめき」＝脳の働きの活性化 を生む環境・要素
１） 音、湿度、温度、光、色
２） 姿勢、飲み物
３） ストレス（自然環境、切羽詰まった状況）、「楽しい」という感覚

（１） 知の融合が起きやすい場の要件
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Tokyu Railaway:Catalyst Ba

Kokuyo EcoLive Office

Dai kin Technology Innovation Center

Fuji Xerox KDI Future Center

Fujitsu Learning Media:CO☆ PIT

FSAS Innovation&Future Center

Nikken Sekkei NAD

Development Bank of Japan: iHub

2017©N.Konno, KIRO/FCAJ

（２） 日本のFuture Center 事例
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Accelerator

UniversitiesGovernment

NPOsFriends：
• Tokyo Marine
• Mitsubishi Real Estate
• JT

Keio Univ.

Tokyo 
Univ.

Kyoto Kogei Seni Univ.

Overseas

Participating Cities
• Yokohama
• Kobe
• Fukuoka

(                  )

2017©N.Konno, KIRO/FCAJ

Reserarch Institute
• AIST
• JST
• Riken

Tentative version

（３） Future Center Alliance Japan 
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• 「いつもと違う」環境、人

• 「目標管理」の下、短期的な成果を優先するのではなく、未来志向の
Big Pictureから始められる

• 技術起点ではなく、Ｄの視点でSocietal Innovationを目指す

• 双方向、試行錯誤を可能にする討議型、立場を離れた発言が可能に
なるチャタムハウスルール

• 単に未来を語るのではなく、変化を生み出す「実践的な知の研究」と場

（４） FCがイノベーションに向く理由
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２０２５～２０３０年の社会・文化・経済の変化につながるトレンド（例）

サプライサイドからユーザー／ディマンド主導への転換

産業・組織のボーダーレス化、組織から個人主体へ

「共感」「リスペクト」「他者の幸福」の重視

Society5.0、SDGsがイノベーションを牽引

IoT、ビッグデータ、人工知能

ブロックチェーン技術

仮想現実／拡張現実技術

生命科学、バイオ技術

米国、中国等の存在感（イノ
ベーション、産業、消費、軍事等）

地域主義的傾向（ヒトの流入
制約など）

「モノ」から「コト」「コンテンツ」へ、所有からシェアへ

データがユーザーとメーカー/
サービス提供者をつなぎ、

価値を生み出す

３Dプリンタ、ファブレス生産

多様な価値感・変化への
対応、他人の共感を呼ぶ
感性が新たな価値を生む

「情報」と「物質」、

「仮想」と「現実」が融合し、
仮想空間が生み出す
価値が大きくなる

国際情勢技術価値観、社会状況

一億総クリエイター、プロ／アマの境が曖昧に

人口減少、少子高齢化、健康寿命100才

新 し い 価 値 創 造 の 潮 流

高齢化、成熟社会へ・・・等 ・・・等 ・・・等

Google, Apple,Amazonなど国
をしのぐ規模の企業が台頭

非国家主体のネットワーク化
による攻撃リスクの増大

・ 所有からシェアへ＆１億総クリエイター時代 → 権利・独占よりも多くの人の利用？
・ データなどのプラットフォームの重要性の増大 → データのオープン化の推奨？

コモンズ的な新たなモデル？
・ データを活用したビジネスのデザイン力で勝負 → 何を保護する？何も保護しない？
・ 収入を得ることよりも、共感を得ることに価値を見出す人の増加

→ 独占的利益というIPの考え方の根幹が変わる？
・ SDGｓの解決が世界共通のゴール化 → 標準？オープン化？コモンズ？

（１） 将来の社会と必要なシステム
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選択・加工

機械学習

データ解析・規則性の発見

センサから取得したデータ

データ

材料物性データ・材料構造データ 入力データ クラウドデータ（ＳＮＳデータ等）画像データ

学習用データ（データの集合物）

装置等の制御
判断・提案等のサービス

創作物の例*2

AI生成物（制御・サービス）

ＡＩ生成物（創作物）

出力

派生モデル

さらに学習

入力

指示・データ

(*1)出典：産業構造審議会 知的財産分科会 営業秘密の保護・活用に関する小委員会

（第7回）資料４抜粋
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/chitekizaisan/eigyohimitsu/pdf/007_04_00.pdf
(*2)出典：https://www.nextrembrandt.com/

AIのプログラム

プログラムの例*1

学習済みモデル

特徴量とネットワーク構造を表すデータ・数式

人工知能を用いたデータ利活用

（２） AI と知的財産
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（３） AI、BD(ビッグデータ）が知識創造社会にもたらすもの
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• 技能の伝承とAI

・ AI、BDがSECIモデル
を加速する？

・ アイディアではなくデータによる独占
知財のルールと独占禁止法
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共同会長： 松山 知的財産戦略担当大臣
出口 日本教育大学協会 会長
金子 経団連知的財産委員会 委員長

○教育関連団体（教育委員会連合会、校長会等）
○民間団体（経団連、知財協、弁理士会等）
○関連府省
○マスコミ

 天然資源の乏しい我が国では、知的財産による新しい価値創造が産業競争力に直結
 子どものころから「違いを生み出す能力」が重要であることを教える知財創造教育が
必要

27

“国民一人ひとりが知財人材”へ

創造性を育む 知財の意義の理解

知的財産の
活用人材

知財の保護・活用

知的財産
の

創造人材

知的財産の
専門人材

標準化の
活用人材

標準化の
専門人材

知的財産の
マネジメント人材

知的財産の創造から保護・活用に至る知的創造
サイクルの好循環を生み出す人材を育む

知財創造教育推進コンソーシアム
（2017年1月設立）

「本物」と出会える
出前授業の提供

教育コンテンツ
の提供

教育プログラム
の開発

教育現場と企業等
とのマッチング

小中高等学校
（高等専門学校）

自治体
（公的機関）

大学・
高専

企業
知財専門家

（弁理士・弁護
士等）

知財創造教育の基本方針決定
カリキュラム策定
コンテンツ作成・収集

「地域コンソーシアム」支援

（１） 知財創造教育 （知財推進計画2017）
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「教える側」の発想
→ 決まった１つの答えに導く

知識を「覚えさせる」アプローチ
多様な考えを許容し、議論することを回避

「知財」という視野
→ 知財を大切にしよう

知財を守ろう、守ることが大事
決まっている知財の制度を教える
知財の専門人材を育てよう

（２） これまでの知財教育・人材育成にありがちなこと
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必要な人材
ー 「違い」を生み出し、尊重する
ー ビジネス・社会の新しいデザインを「構想する」
ー 小さな改善ではなく、大きな変革
ー 「覚える」だけでなく、自分の頭で考える

必要な教育
ー 「違い」を許容、推奨
ー 「教える」より「興味」「考える」＝学ぶ側の目線

→「楽しい」をmotivationに
→「楽しい」の周辺に豊かな発想・構想

知る者は好む者に如かず、好む者は楽しむ者に如かず（孔子）

ー 縦割り・専門ではなく、Big Picture・大きな視野
ー 試行錯誤を許容

（３） これから必要な人材と教育

２５



自分が人と“違う”アイデアを思いついたときや
人と“違う”ものを作ったときに
友達から「すごいね！」と尊敬されたり、
先生から「いいねっ！よく思いついたね！」と褒められたり
すると嬉しいし楽しいね。

尊敬されたり褒められたりすると、自信になるし、
また何か、人と“違う”アイデアを考えたいと思うし、
人と“違う”ものを作りたいと思うね。

人と“違う”アイデアやものがいっぱいあると、心や生活が
豊かになるね。

尊敬されたり褒められたりすると楽しいね。

「知財創造教育」の必要性

◇尊敬されたり褒められたりすると楽しいね◇
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何かと何かを比較させるというのが
絶対失敗しない教え方の王道です。

比較すると「気付く」ことが容易にな
ります。

学ぶ側に「気付き」がない教え方では
いけません。

『斎藤孝の教え力（宝島社）』から抜粋

＜知財事務局作成＞

「新しい創造をする」ために必要な力

① 課題を見出し、どうすれば変えられるかを考えて
実行する力
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「新しい創造をする」ために必要な力

② 自分の思いや考えを文章や絵などで表現する力
◆国語科への適用◆

「不思議な世界に出かける」
とのテーマのもと、絵を手が
かりに想像力を働かせ、自
分の考えや思いを文章で表
現する。

絵を手がかりに自分オリジナルの物語を作る。

皆の前で、自分の思いや考えを表現した文章を発表すること
により、子供同士刺激を受け合い、自主的な力を引き出す。

「不思議な世界に出かける」という
テーマから外れているものは、人と
“違う”文章であってもＮＧになります。
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－ 他の人の考え方から「気づき」を得る、触発される

－ 自分の考えを伝えようとする過程で、自分の考えをより深く見て、
本質的な部分を明確化できる

－ 自分なりの得意分野を見出し、役割分担を体験、自分の役割が
ある自信

－ 考えの違いを意識し、試行錯誤の末、妥協もしながらソリューション
を見つける

－ 「一緒に創った」喜び、同胞意識

－ 成果を他のグループにも発表し、新たな気づきへ

－ 最終作品の中で、知財的なものをどう考えるかを自分ごととして意識

２～３人のグループに分けて、あるテーマで何かを創る
（＝オープン・イノベーション）
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次のステップ ＝ 一緒に創る
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