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ような傾向になりつつあります。そういうことを考え

ると、研究も営業もその根底に知的財産を考えないと

戦略は立てられないと思いますし、経営戦略にも影響

がおよぶと考えます。

この1 0年、2 0年で世界が変わってきましたが、知財

人材の方も能力が変わってきているのではないかという

ことで分析してみました。

まずグローバル化によって、科学、法律、語学が国際

水準まで向上しました。科学においては、先端技術を吸

収しなければいけませんし、法律も、日本の法律だけで

はなく、各国、欧米の法律も知らなければいけない。語

学についても英語だけではなくてひょっとしたら第三外

国語まで必要になってくるかもしれない、というように、

その能力がだいぶ変わってきました。

2番目は、知的財産権の地位の拡張です。経営戦略の

根底に知的財産戦略があるものですから、当然ビジネス

マインドが要求されます。

3番目は、科学技術の急速な進歩です。過去であれば

1 0 0％近く調査かつ1 0 0％分析し、研究開発についてゴ

ーサインを出す、あるいはストップするということにな

ったと思いますが、今は5 0％ぐらいの段階で、開発を

やめるのか、あるいはライセンスをもらいにいくのか、

あるいは特許をつぶしにいくなどの判断を求められるよ

うになってきました。これは技術進歩だけではないでし

ょうが、時代の流れとしてそういう判断能力が備わる人

材が必要になってきたということがいえます。

これは少し趣が変わるテーマですが、知財部員向きの

性格を分析してみました。1番目は、好奇心旺盛な人、

これは何にでも興味を持つ人です。

2番目は、話ができて粘り強い人、つまり、話好きで

物おじしない人。

3番目は、1 0年後、2 0年後の技術を見据える人とい

うのは夢を持っている人。

4番目は、外人と英語で話すのが苦にならない人、人

見知りしない人、こういう性格の人が知財部員に向いて

いるのではないかと考えています。

私自身が経験上この4つの性格からイメージしたの

は、どのような性格かというと「少年少女の感情を持

ち続けているような人」と推量しております。ただ私

が上司の立場から言うと、こういう部下は本当に扱い

にくい。たぶん、自分勝手で上司を上司と思わないよ

うな人だと思います。しかし、こういう人を育てない

とだめなのです。こういう人を根気よく我慢して育て

ると、非常に優秀な知財部員が生まれるのではないか

と考えています。
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１件ないし数件の特許で製品をカバーすること

が可能

－電器、自動車は数百件が必要

研究から製品化まで長期間必要ゆえ、特許寿命

は長い

－特許期間延長制度の活用

多額の研究開発費回収のため、外国特許は必須

製薬業界の知的財産の特徴

① 常に先端技術に接したいと思っている好奇心

旺盛な人

② 相手が納得するまで論理的に話しをすること

ができる粘り強い人

③ 1 0年後、2 0年後の技術動向を見据えて戦略を

立てることができる洞察力のある人

④ 外国弁護士や海外企業担当者と英語で仕事を

したいと思っている人

知財部員向きの性格
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一番大事なことですが、民間経験者が多いのです。い

ろいろな研究や他の人の研究によってほぼうまく機能

できるようなスタンフォードO T Lは、日本に対して適

切なモデルだと思います。

3番目に、Cornell Office of IP Management and

L i c e n s i n gを紹介します。ここは有名な科学に強いア

メリカの大学です。少なくともトップ2 0に入る大学の

1つです。T L Oスタッフは1 1人です。獣医でかつ博士

が1人おり、他に博士が4人、修士が3人います。男性

です。

最後のパデューというのはインディアナ州にある科

学技術系を中心とする大学です。インディアナ・ユニ

バーシティーは文系学部の他、医学、法学、エンジニ

アリング、科学化学、物理学などの学部を有していま

す。アメリカの州立学校のうちでは有名な大学です。

パデューのスタッフは少なく、民間経験を持っていな

いため、適当ではないと思います。これに対し、スタ

ンフォードの強さは、スタッフに民間の勤務経験があ

るという点です。

スタンフォード大学O T Lスタッフのその他の強み

は、コミュニケーション能力だと思います。なぜ僕が

こういうことを言ったかというと、ある調査で、スタ

ンフォードの研究者の教授とほかの大学の教授にアン

ケートをした結果を比較すると、ほとんどのスタンフ

ォードの研究者は、もし発明があったらスタンフォー

ドO T Lの、誰に連絡すればいいかということが分かっ

ているからです。

技術が登録されたら、すぐにディスカッションをや

ります。このスタンフォード大学のOTLの発明過程は、

すごくスムーズ、かつ速いです。その意味で一番大事

なことはコミュニケーションです。O T Lの方は、発明

者、研究者、民間の会社の方、弁護士、弁理士のネッ

トワークが重要となってきます。このＯＴＬの方の責

任はいろいろなことをネットワーク化していくという

ことですので、コミュニケーションが一番大切で、加

えて科学か工学の経験、実際の民間の経験も大事です。

では、法律の経験はどのくらい大事なのでしょうか。

実際、T L Oスタッフの内部の弁護士は少なく、弁理士

はさらに少ないです。ほとんどの法律の仕事、特許系の

仕事はアウトソーソーシングします。もちろん技術移転

に対してと、基本的な特許法律は必要ですが、法律博士

ほどの専門知識はいらないのです。

特許法のベーシックポイントが分かるということは大

事です。しかし、私の意見としてはT L Oの方とほかの

大学の方が、特許法に関し1週間ぐらいのトレーニング

をやれば十分だと思います。

●米国のターンオーバー（定着性）の状況

（清水）N I Hと大学の技術移転オフィスで、職員の定着

率に違いはあるのでしょうか。

（ケネラー）N I HのO T Tの3 4人中、1 9 9 7年時点では、5

割以上の方の名前を知っていましたが、今は6人しかいま

せん。1つのN I Hのキャリアパスは、特に例えばJ Dを持っ

ていた方が、N I Hに勤めて、特許試験の勉強をして、合

格して、特許事務所に移るケース。ほかのキャリアパス

は、J Dを持っていて、N I Hで4年間ぐらい働いて、後で薬

品会社、製薬会社かバイオテクノロジー会社でI Pカウン

セラーになったというケースです。ターンオーバーが非
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Ideal skills (in order of approximate importance) 

・Communication and building cooperative relationships

・Technical/scientific
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常に多いことは、N I Hの仕事にもしかしたら悪い影響が

あるかもしれませんが、悪くないトレーニングだと思い

ます。

一方、スタンフォードもターンオーバーがあると思い

ますが、N I Hに比べたら、そんなに早くないと思います。

●知財人材に求めるスペックと確保のあり方

（清水）各パネリストは、知的財産に関するさまざまな

具体的な問題を取り扱われたと思いますが、その解決に

どのようなスペックの人材が実際に役に立ったのか、ま

た、そのような人材を確保するために、具体的にどのよ

うな努力をされてきたかということもお話しいただきた

いと思います。

（春名）私自身、知財人材の能力というのは3つである

と思っています。

1つは、これは昔からいわれていると思うのですが、

緻密な能力です。やはり裁判にしても、特許庁の審査に

しても、すべて文章でやっていますので、下手な文章、

あるいは揚げ足を取られるような文章を書くことはだめ

で、緻密な能力というのは、今も求められています。

ただ、今は、それに加えてもう2つ必要ではないかと

考えています。1つは、迅速な対応のための大胆な実行

力です。進歩の激しい現在では1 0 0％調査して分析して、

それで決めるような段階まで待ってくれない。例えば、

5 0％ぐらいの段階で判断しなければいけないので、大

胆な実行力が求められています。

もう1つが創造力です。これは研究者は持っているんで

しょうけれども、知財部員も、私は必要だと思うんです。

そうすると、そういう能力はどうやって養うのかとい

う点ですけれども、やはり1つはO J Tであると思います。

修羅場にどんどん若手を抜擢するというのが1つです。

それによって、その人たちも向上していくのではないか

と思います。

抜擢する人を選ぶに当たって、選抜方法として先ほど

出た性格というのが、1つあると思います。知財部員と

して向いている性格の人間をそういう修羅場に投入する

ことによって、非常に伸びてくるのではないか。この人

選というのも1つ大事なのかと思ったりします。

（清水）研究者に関する春名さんのお話を聞いていて、

知財の専門家は、研究者のきらりと光る創造力を見逃さ

ずに拾い上げるという洞察力が大切であると感じまし

た。また、例えば研究者の提案した特許請求の範囲が、

仮に特許の専門家からみて常識はずれのものであって

も、その研究者のものの見方の根本には、強力な特許請

求の範囲の作成に応用できるものがあるのではないかと

いうような謙虚さが、実は重要であるのではないかとい

う気がいたしました。

（山本）どういう人材を、どう募集しているかというよ

うな話で、私たちは特許の移転ではなくて技術移転とい

う言葉に、実は非常にこだわっております。「この特許

は興味ありますか。」と話を持っていっても、ライセン

スが決まるということは、ほとんどない。それよりは、

この技術を基にした新規事業の提案、またはそれに近い

ような話をしなければ、おそらく経営者の方は理解をし

ていただけないということが多く、そういった意味で、

新規事業の提案ができるような能力が必要であって、そ

れが、いろいろな専門性を持っている人だと思います。

新規事業の提案をするような人というのは、お見合い

のおばちゃんに非常に似ていると思います。まずフット

ワークがすごくいいことです。

それと、情報収集能力にたけていること。やはり足

で稼がないと、なかなか情報も集まらない。また、い

いところをうまく伝えられないとだめだと思います。

さらに、私たちの場合は研究者の方、あるいはライセ

ンシーの候補の企業の方を含めて、適度なおせっかい

ができないといけません。一方、双方から嫌われない

キャラクターも必要です。お見合いのおばちゃんは、お

せっかいですが嫌われませんよね。その次に来るのが、

実は専門性かと思っています。私たちの場合は、それが

知財であったり、契約であったりということなのかと思

います。

一番重要なのは、やはりそれが好きだということです。

主役は発明を生み出す研究者の方であり、それを事業化

される企業の方であって、言ってみれば私たちはそれを

取り持つ、お見合いのおばちゃんであって、黒子なので

すが、「結婚するとうれしい」ということ、それが非常

に重要です。M I Tのリタ・ネルソンというディレクタ

ーも、この仕事はセールスというよりは、結婚に似てい

るというような話をしておりますが、やはりそういう要

素なのかと思います。

（清水）C A S T Iは新卒も採られていると聞いていますが、

新卒と社会人経験者とで採用後のパフォーマンスに違い

を感じられることはありますか。
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（山本）新卒の方は若干、産業界の基礎知識を教えると

いうことでの時間はかかりますが、3年目のスタッフが、

どんどん海外へのライセンスなどもやっていますので、

新卒の可能性というのもあるのかと思っています。

●コミュニケーション能力、想像力、好奇心そし

て情熱

（清水）今までの議論を踏まえて、最終的なコメントを

お願いしたいと思います。

（春名）知財の人材は、コミュニケートが一番大事です。

これは知財に限らないでしょうけど、やはり1人では何

もできない。

知財の場合は、特に縁の下の力持ち的なところがあり

ますが、やはりそういうのに徹して、かつ協力してやっ

ていけるような人、それと夢も持っているような人がい

いのかなという気がします。そういう個性のある人はな

かなか難しいところがありますが、我が国が知的財産立

国になるためには、そういう人たちを育てていく必要が

あると思います。

また、人事交流も大事でしょう。先ほど、T L Oの人

たちも民間を経験した方がいいというのと同じように、

企業内においても、やはり人事交流というのは必要だと

思います。

（山本）私が感じるのは、知財立国というふうに、日本

は間違いなく変わってきているということです。かつて

日本が輸出立国であったときに、総合商社というものが

どんどん中核を成したように、知財のエクスチェンジを

やっていくような人たちという人が求められていて、あ

るいはその経営においても、知的財産の位置付けが、非

常に重要な経営指標になってきているということを考え

ると、知財をマネージする経営ということが、非常に重

要になってきたと思います。

そうすると、これを担う人たちの働き方という意味で

は、変わってきたというより、新しい仕事が生まれてき

ていると思うんです。新しい仕事というのは、ベスト・

プラクティスみたいなものがあるわけではなくて、多様

な中から生まれてくるものなのだろうと思っています。

ただ、やはり新しい仕事だけに大変というか、そんなに

簡単にはいかない。先ほどの7つのその条件に、1つだ

け付け加えるとすれば、明日とか将来がまったく不確定

なときにわくわくするような、ある種、前向きな部分が

必要なのかと思います。どんどんチャレンジする環境が

できればとは思っています。

（ケネラー）アメリカのN I H、スタンフォード、コーネ

ルの例によると、面白いことに、各スタッフ、T L Oの

委員が行うライセンスは1年間だいたい7件です。T L O

の方の経験は、N I H、スタンフォード、コーネルのそ

れぞれの人材は違います。しかし、1人年間7件のライ

センスを行いながら互いに競争する。これはもしかした

ら、自然な現象かもしれません。

（清水）各パネリストの示唆に富むご発言によりまして、

いろいろな問題点が浮き彫りになったと思います。特に、

キーワードとして、コミュニケーション能力、相手の想

像力を引き出す洞察力、柔軟性、ワイドレンジな好奇心、

そしてその仕事が好きだから自然にわき起こる情熱。そ

して、ケネラー先生がご指摘されたような、いい意味で

のコンペティティションもキーワードになってくるのか

なという気がいたしました。

●質疑応答

（会場質問者）テーマにもなっております知財人材の活

動の場が多様化している、あるいはまた従来の枠組みの

中でも高度化している、複雑化しているという印象を大

変、強く受けたわけですが、私ども特許庁の審査官・審

判官がこういった多様化する知財の人材のニーズに対し

ても、1つの供給源という形での何か希望や社会からの

要請というものがあるかどうか、ご意見を伺えればと考

えております。
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（春名）私もよく特許庁に行って審査官の方と面談する

のですが、1つ印象を持っているのは、特許庁の審査官

というのは、ほかの官庁に比べたら非常にフレンドリー

で、非常に愛着を覚えます。そして、私自身が接触する

審査官、審判官のO B方は明細書を始め文書をよく読ん

でこられているので、読む立場で文書の欠点を指摘して

くれるんです。よく自分たちが書いた明細書や答弁書を

見てもらうんですが、非常にいい指摘を受けた経験をし

ています。それは、審判官、審査官の方が下手な文章も

いい文章も読んでこられて、その比較ができるので優劣

が分かっておられるんじゃないでしょうか。その辺は非

常に参考になりますし、ぜひそういう人材の方が欲しい

と思います。

（清水）私は元審査官でした。審査官の仕事というのは、

毎日、意思決定を自らしているわけで、しかも客観的

な情報に基づいた意思決定をする訓練を積んでいる。

一方、ベンチャービジネスの現場というのは、毎日が

意思決定、しかも客観的な情報に基づいた意思決定を

しなければいけないのに、実はなかなかそれができな

い。それはたぶん、意思決定をする訓練が積まれてい

ない場合もあるからではないかと思うのです。私は、

審査官の意思決定能力のポテンシャルというのが、ビ

ジネスの現場においても実は生かされるのではないか

と思っております。

それでは、時間になりましたので、これで第1セッシ

ョンを終わらせていただきます。パネリストの皆様、本

当にありがとうございました。ご清聴、ありがとうござ

いました。
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座長プロフィール

清水 初志（しみずはつし）氏

1987年　東京大学大学院薬学研究科修士課程修了

1987年　特許庁に入庁、1 9 9 2年まで審査官として主に生命工学

関係の審査を行う

1995年　東京大学大学院薬学研究科博士課程修了、薬学博士取

得

1995年　清水国際特許事務所（現在の清水橋本国際特許事務所）

設立、現在に至る

1997～1998年　東京大学先端科学技術研究センター助教授

1999～2000年　同センター客員教授

現在、東海大学医学部非常勤教授、聖マリアンナ医科大学客員

教授、東京大学大学院新領域創成科学研究科客員教授、東京医

科歯科大学客員教授を兼任

パネリストプロフィール

春名 雅夫（はるなまさお） 氏

1974年3月　 京都大学農学部食品工学科卒業

1974年4月　 カルピス食品工業（現カルピス）（株）入社

1987年12月　同社退社

1988年2月　 中外製薬（株）入社

1992年2月　 弁理士　登録

現在、中外製薬（株）知的財産部長、日本製薬工業協会知的財

産委員会委員、日本食品特許センター常務理事を兼任

山本 貴史（やまもとたかふみ） 氏

1985年　中央大学経済学部経済学科卒業

1985年　株式会社リクルート入社

1998年7月　テクノロジー･ライセンシング･グループを新設し、

技術移転事業を開始

2000年4月　テクノロジー･マネジメント･ディビジョン事業部

長（現テクノロジーマネジメント開発室）

2000年6月　同社退職

2000年7月　株式会社先端科学技術インキュベーションセンタ

ー代表取締役社長就任

（2004年4月に株式会社東京大学TLOに社名変更）

ロバート・ケネラー 氏
1980年　ハーバード大学法学大学院法学博士号（J.D.）取得

1984年　メイヨー医学大学院医学博士号(M.D.）取得

1986年　ジョンズ・ホプキンス大学公衆衛生学修士号（M . P . H）

取得

1988年　米国国立衛生研究所（ N . I . H） 国立がん研究所疫学研

究員

1992年　米国国立衛生研究所科学技術政策及び技術移転部門医

学担当官

1997年　安部フェロー・東京大学先端科学技術研究センター客

員研究員

1998年　東京大学先端科学技術研究センター教授、現在に至る


