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企業経営の話企業経営の話

経営を考えるときに必要なこと経営を考えるときに必要なこと
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経営を考えるときに必要なこと経営を考えるときに必要なこと



経営サイクル

創って創って （開発）（開発）

売る売る （販売）（販売） 作って作って （生産）（生産）

基盤技術・コア技術

製品開発 （R&D） 製品デザイン､試作､評価

（素材､機構設計､ソフト）

基盤技術・コア技術

製品開発 （R&D） 製品デザイン､試作､評価

（素材､機構設計､ソフト）

製品生産
プロセス技術開発

生産設備整備

工程管理・効率化

製品生産
プロセス技術開発

生産設備整備

工程管理・効率化

事業展開
市場探索

事業プラン構築

（Products /Services

事業展開
市場探索

事業プラン構築

（Products /Services

製造業製造業製造業製造業のののの企業活動企業活動企業活動企業活動をををを単純化単純化単純化単純化すればすればすればすれば

売る売る （販売）（販売）
工程管理・効率化

品質改善

工程管理・効率化

品質改善

（Products /Services

Value Chain）

販売マーケティング

（Products /Services

Value Chain）

販売マーケティング

3「Ｖ字回復の経営」 三枝 匡

� 単純に言えば､企業経営は 「創って」、「作って」、「売る」のサイクルを回して

企業を発展させていくことにつきます

� 何を（創って）、誰に（いくらで）売るのか、どう（高品質に安く）作るのか・・・

を巡って企業間は競争しています



経営戦略経営戦略

経営を先ほどの要素の側面から考えて、
戦略を立てます

事業（製造販売）戦略

創って（R&D）､作って（製造）､売る（販売）､

ですが・・・

もう一つ、極めて重要なのが「知財戦略」
です。 特許法による権利行使は極めて

競合競合競合競合がいればがいればがいればがいれば戦略戦略戦略戦略がががが必要必要必要必要ですですですです

経営戦略経営戦略
です。 特許法による権利行使は極めて
有効な抑止力になります

知財の役割は､武器（特許権）､戦法（契約、
係争）、諜報活動（調査、規格標準化）、
兵站（権利維持）に相当します

知的資産という点から経営活動を見たとき､
営業秘密はどう位置づけられるでしょうか
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経営戦略の話経営戦略の話

戦略を語るには何が必要か戦略を語るには何が必要か
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戦略を語るには何が必要か戦略を語るには何が必要か



⓪ 全体を俯瞰する絵地図

② 戦略目標

③ 敵軍の配置

④ 敵軍の意図

⑤ 同盟・諜略

戦略戦略戦略戦略にににに不可欠不可欠不可欠不可欠なことなことなことなこと

① 自軍

④ 敵軍の意図
⑤ 同盟・諜略

⑥ 戦略シナリオ

こんなこと当たり前だと思うでしょう、でも馬鹿にしてはいけません
実務でなかなかできないのです。
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自社自社
サプライヤ
α

顧客 1

新規参入

性能競争､コア技術
排他的出願戦略

アプリケーション
ビジネスモデル
生態系構築戦略

俯瞰図俯瞰図俯瞰図俯瞰図のののの具体例具体例具体例具体例 －－－－ バリューチェーンのバリューチェーンのバリューチェーンのバリューチェーンの構造分析構造分析構造分析構造分析
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α

最終顧客

代替技術

競合A

競合B

サプライヤ
β

顧客 2

事業転換戦略



競合競合競合競合にににに対対対対するするするする優位性優位性優位性優位性をををを保保保保つためにつためにつためにつために

� 競合戦略を立て、競争を優位に進めるには何が必要でしょうか

� 自社の狙い（戦略目標）、敵（競合社）の位置､狙いに関する情報

� 自社の保有戦力（技術､製品デザイン､ビジネスモデル）、

彼我の戦力分析､優･劣勢判断､技術動向認識､アライアンス候補
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彼我の戦力分析､優･劣勢判断､技術動向認識､アライアンス候補

� 以上を踏まえた､空間的､時間的な戦略シナリオ､実施手段

（全体と部分､短期と中長期､最優先課題､展開手順・・・）

� こうした情報はまさに経営から見た重要営業秘密です



企業活動企業活動企業活動企業活動をををを支支支支えるえるえるえる知的資産知的資産知的資産知的資産のののの価値価値価値価値

� 事業運営のための知的資産は、事業を発展させる過程で長期に

亘って蓄積され、最適化されるプロセスを経てきたものです

� 製造業では、製品開発に関わる組織的な開発能力、主力製品の

製造設備を含めた生産能力、はもちろんのこと、顧客との関係や

販売ルート、等も社内に蓄積された重要な知的資産です
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� 製造設備や研究施設といった明示的に見えるもの、研究者や技

術者の知識や技能といった黙示的に保有されているもの、いずれ

も獲得には長い時間を要し、極めて高い価値を有する資産です

� 経営の視点からは、事業を可能にしているこれらの資産をいかに

保護していくか、ということが重要な課題となります



企業企業経営が直面している産業革新経営が直面している産業革新

これからの経営これからの経営戦略戦略
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これからの経営これからの経営戦略戦略



企業経営企業経営企業経営企業経営がががが直面直面直面直面しているしているしているしている産業革新産業革新産業革新産業革新

� 今、多くの産業で事業構造が大きく変わろうとしています

� これは、ICT 技術の進歩が広く浸透し、かつ、その能力が指数関
数的に進歩を続けていることによります

� 外的変化としては、新たなビジネスモデルが既存の産業構造を

破壊する事例が続々と登場し

11

破壊する事例が続々と登場し

� 内的変化としては、企業内の知的資産がディジタル化、構造化さ

れ明示的データになり、容易に移植される脅威に直面しています

� 既存事業が模倣され優位性を失う脅威と、新たな事業構造への

転換でポジションを失う脅威とに直面しているといえるでしょう



今始今始今始今始まっているのはまっているのはまっているのはまっているのは産業生態系産業生態系産業生態系産業生態系そのもののそのもののそのもののそのものの革新革新革新革新

� IoT（（（（Internet of things））））による産業の変化はビジネスの根幹を変えます

・ 企業活動が Internet でつながれたことを前提に行なわれます

・ 研究、開発、生産、販売、物流、購買・・・

・ サプライチェーン、バリューチェーンの変化

・ デジタル化情報－技術、ノウハウの複製容易化、管理精緻化

・ 情報の量的増大、リアルタイム性向上、利用の深化
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・ 情報の量的増大、リアルタイム性向上、利用の深化

・ サービス提供の変容、顧客参加（包含）型ビジネス

・ 付加価値のシフト、偏在、embedding

�既存の顧客関係、自社のポジションが付加価値を生まなくなる可能性は？

�新たな生態系でビジネスを大きく展開するチャンスは？



I 4.0I 4.0

材料材料材料材料メーカーにおけるメーカーにおけるメーカーにおけるメーカーにおける IoT､､､､BD､､､､AI のインパクトのインパクトのインパクトのインパクト

経営サイクル

R&DR&D

素材探索･デザイン素材探索･デザイン

BusinessBusiness

Material InformaticsMaterial Informatics
Bio InformaticsBio Informatics
Materials Designed by AIMaterials Designed by AI

Smart FactorySmart Factory
BD Process ManagementBD Process Management
Real time Production Control Real time Production Control 

②素材・材料メーカーでは開発プロセスの
進化が期待されている

IICIIC

I 4.0I 4.0
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BusinessBusiness
バリューチェーンバリューチェーンバリューチェーンバリューチェーン構築構築構築構築バリューチェーンバリューチェーンバリューチェーンバリューチェーン構築構築構築構築

Products/ServicesProducts/Services

ManufacturingManufacturing

工程管理･効率化工程管理･効率化

Data Centric Business SolutionData Centric Business Solution
Connected Service PlatformConnected Service Platform
APIs evolution on Open PlatformAPIs evolution on Open Platform

①第4次産業革命という呼び方で、
生産プロセスが注目されているが

③さらに、ビジネスフレームワークの革新が根本的、
かつ包括的な変化をもたらすと予測される



部品製造

エンジン製造

メーカー

製品組⽴

航空機メーカー

リース会社 ユーザー

航空会社

データ集約

サービス活用

部品製造

エンジン製造

メーカー

製品組⽴

航空機メーカー

リース会社 ユーザー

航空会社

Sensor Sensor Sensor

Data

Data

Data

Data

ユーザー

航空会社

リース会社

IoT によるバリューチェーンのによるバリューチェーンのによるバリューチェーンのによるバリューチェーンの変化変化変化変化はははは根本的根本的根本的根本的

製造業の Value Chain の中での競争を前提に、
技術開発・知財権確立を目指してきたが・・・

$

$$

Sensor Sensor

Sensor Sensor

Sensor

Sensor
Data

部品製造

エンジン製造

メーカー

Sensor
Data

ソリューション

サービス
General Electric 

Company

製品組⽴

航空機メーカー

リース会社

Sensor Sensor

Sensor Sensor

Sensor
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Data Driven の Value Chain に
変換されてしまうと

全く新たな Value Chain への再編成が
起こり、製造メーカーとして付加価値を
確保することができなくなる
「ものづくり」 ビジネスは・・・

$



営業秘密を取り巻く新たな環境要因営業秘密を取り巻く新たな環境要因

これからの秘密保護これからの秘密保護
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これからの秘密保護これからの秘密保護



何故営業秘密何故営業秘密何故営業秘密何故営業秘密がががが重要重要重要重要なイシューとなっているのかなイシューとなっているのかなイシューとなっているのかなイシューとなっているのか

� 一つには、ICT技術の進歩により様々なデータが蓄積され、
分析可能となったことから､データの持つビジネス価値が飛躍的に

高まったことが背景にあります

� さらに､そうした変化は社内にも及び､知的資産がデジタル化され

経験によらず活用が可能となり、さらに、その流出もまた容易に
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なってきていることが挙げられます

� 営業秘密としてのデータ、即ち、デジタル化された資産の利用

価値が急速に高まったことが、営業秘密の重要性の増大につな

がっており、こうした変化はますます加速していくでしょう



オープンプラットフォームとオープンプラットフォームとオープンプラットフォームとオープンプラットフォームと営業秘密営業秘密営業秘密営業秘密

� さらに、様々な業界で進んでいる、オープンプラットフォーム化に

よる影響も重大なものとして考えることが必要です

� インターネットを活用したオープンプラットフォームに接続するこ

とで、従来の端末機器の機能概念が大きく変わり、新たなビジネ

スが可能となります
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� 得られる利便性の大きさから、こうした変化は社会全体を巻き込

んで進行していく（既に進行している）ことは確かです

� その中で、営業秘密の定義や保護も再考が必要になります、

データの価値が増大する一方で、その保護（アクセスや流出の

抑止）が極めて難しくなるからです



オープンプラットフォームオープンプラットフォームオープンプラットフォームオープンプラットフォーム活用活用活用活用のののの必然性必然性必然性必然性

AIAI

データ量の爆発的な増加に伴い、オン
プレミスシステムでは対応困難に、また、
十分なサービスを提供できなくなる

→ オープンフラットフォームへの移行
が必然に
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「IoT、AI、ビッグデータに関する経済産業省の取組について」 2016年 5月 24日 より
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Smart Cities Transportation Manufacturing Healthcare Energy

Industrial Internet Network

AIAI

Transportation

Energy
Open Platform

Smart Cities



特許権 著作権
不正競争防⽌法

（営業秘密）

一般

不法⾏為

生データ ×

情報の単なる提示は

発明を構成しない

△

生データそれ自体では

創作性が認められない

○

①秘密管理性､②有用性､

③非公知性を満たす場合

×

損害賠償請求は可能

学習用データセット ×

同上

○

構成に創作性があれば

著作物として保護可

○

同上

×

同上

学習アルゴリズム ○

プログラム等のソフト

関連発明として保護可

○

プログラムとして保護可

ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞは対応不可

○

同上

ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞは対応不可

×

同上

学習済みモデル △

プログラム 保護可

関数･⾏列 保護不可

△

著作物かどうか不透明

ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞは対応不可

○

同上（暗号化必要）

ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞは対応不可

×

同上

利⽤ ○ ○ ○ ×

a1  a2  ･･･

b1  b2 ･･･

･････

Big
Data

Data    Set

Deep
Learning

Neural Network 用係数行列

× N

Platform

Cloud

新新新新たなたなたなたな産業生態系産業生態系産業生態系産業生態系におけるにおけるにおけるにおける知的財産戦略知的財産戦略知的財産戦略知的財産戦略

データの知財権保護は制度の整備
と並行して対応が必要に

経済産業省産業構造審議会情報経済小委員会 「オープンなデータ流通に向けた環境整備」（平成28年7月）より

a1  a2  ･･･

b1  b2 ･･･

･････

② 学習用データセット ③ 学習アルゴリズム
④ 学習済みモデル

⑥ ⼊⼒ ⑦ 出⼒

Big Data

Deep
Learning

AI AI

Data     Set

Neural Network 用係数行列

× N

① 生データ

Platform

Edge

⾼機能材料 センサーデバイス 端末機器･MPU 製造管理⽅法 システム･ソフト

特許権 ○ ◎ ○ △ △

ノウハウ秘匿 △ ○ ○ ◎ ○

利⽤ ○

プログラム等のソフト

関連発明として保護可

○

著作物性があれば可

ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞは対応不可

○

同上（暗号化必要）

ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞは対応不可

×

同上AI AI

Edge

Platform

基本的に Platform はオープン化され、
競争は Edge と Enterprise で生じる

Edge における知財創成は IoT への
適応進化が Hot Spot に
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⑤ 利⽤

⑥ ⼊⼒ ⑦ 出⼒
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Smart Cities Transportation Manufacturing Healthcare Energy

Industrial Internet Network



営業秘密保護のガバナンス営業秘密保護のガバナンス

秘密情報の取り扱い意識の向上秘密情報の取り扱い意識の向上

20

秘密情報の取り扱い意識の向上秘密情報の取り扱い意識の向上



不正競争防止法 第二条
「営業秘密」とは

秘密として管理されている 〔①秘密管理性〕
生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上
又は営業上の情報であって、 〔②有用性〕
公然と知られていないもの 〔③非公知性〕

をいう。

営業秘密営業秘密営業秘密営業秘密をををを組織組織組織組織としてどうとしてどうとしてどうとしてどう守守守守っていくかっていくかっていくかっていくか

� 「事業活動に有用な情報で､他社には知られていないので､秘密に管理しよう」

と考えるのが普通の流れです

� ということは、その情報が事業活動に有用なものかどうかの基準、価値観が

まず最初にあるということができます

� でも、「営業秘密に相当するか否か」 をトップが全て判断することはできません

組織の中で活動している従業員一人一人が、共通の基準や価値観を保有し、

事業活動に有用かどうかを判断することが必要なのです
21



営業秘密営業秘密営業秘密営業秘密のののの漏洩対策漏洩対策漏洩対策漏洩対策のののの基本基本基本基本

秘

① 「接近の制御」 ③ 「視認性の確保」

アクセス権の限定

★★ ★

物理的・技術的防御物理的・技術的防御 心理的な抑止心理的な抑止

22「営業秘密 Q&A  内部不正による情報漏洩リスクへの実践的アプローチ」 経団連出版（2017.1） より

② 「持出し困難化」 ④ 「認識の向上」

⑤ 「信頼関係の維持･向上」

アクセス権の限定

★★★



自自自自らのらのらのらの仕事仕事仕事仕事にににに関関関関わるわるわるわる情報情報情報情報とととと営業秘密営業秘密営業秘密営業秘密

� 自らの仕事で取り扱う情報が 「事業活動に有用なものかどうか」、

という判断は、その仕事の価値が上司や関連部門から認められている

かどうか、によって大きく左右されます

� 日々打ち込んでいる仕事が周りから認めてもらえていないとしたら、

秘密管理上の問題につながる危険性があります

� 「大した仕事ではない」 → 「有用な情報ではない」 につながります
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� 「大した仕事ではない」 → 「有用な情報ではない」 につながります

もしそこに 「あなたの仕事は素晴らしい」 と外部から言われたら・・・

� 経営から見た営業秘密、特に有用性の判断の基準を徹底するには、

それに関わる 「仕事の価値を適切に評価していく」 ことが重要な施策

となるといえます



富士フイルムにおける取り組み富士フイルムにおける取り組み

ノウハウ比重の高い製造業における秘密保護ノウハウ比重の高い製造業における秘密保護
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ノウハウ比重の高い製造業における秘密保護ノウハウ比重の高い製造業における秘密保護



営業秘密営業秘密営業秘密営業秘密のののの価値算定価値算定価値算定価値算定とととと情報情報情報情報セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ教育教育教育教育

� 自社内で日々発生する情報に対して、有用性と非公知性を組織的に

判断して秘密管理の実務を進めていくことが必要です

� 当社では、各事業別の知財戦略議論の中で、特許出願とノウハウ

秘匿を議論し、秘密保護レベルの共有と意識喚起を行なっています

� また、社員全員を対象に、コンプライアンス教育、法務教育、の一環

として営業秘密保護に関する教育（年一回の e - ラーニング）を行な
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として営業秘密保護に関する教育（年一回の e - ラーニング）を行な

い、理解度チェックの正答率を組織別に集計、周知することで定期的

に意識レベルの向上を図っています

� これは、経営環境や担当者の交代などの状況の変化に対応するため、

定期的に見直しを行ない､リフレッシュしていく必要があります

� こうしたことを地道に行なっても、営業秘密の漏洩リスクは絶えず起こ

り得るものであり、取り組みに終わりはないと考えます



情報情報情報情報セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ教育教育教育教育

日
常
の
業
務

各論

富士フイルム：コンプライアンス＆リスク管理部
富士ゼロックス：総務部

富士フイルム、富士ゼロックス：法務部

コンプライアンス意識の浸透･向上
のための規範･ガイドブック

事業活動に関わる法規制遵守を徹底
するためのマニュアル･ガイドライン

26

業
務

法的要素低 高

総論

倫理を含む社会人としての基本動作 具体的な法的判断基準



営業秘密保護の今後に向けて営業秘密保護の今後に向けて

保護主義、自由主義、保護主義、自由主義、IoTIoT と秘密保護と秘密保護
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保護主義、自由主義、保護主義、自由主義、IoTIoT と秘密保護と秘密保護



情報情報情報情報にににに関関関関わるわるわるわる保護主義保護主義保護主義保護主義とととと自由主義自由主義自由主義自由主義

� 営業秘密保護というと、「自社の情報をひたすら囲い込み、他に漏れ

ないよう徹底すること」 となりがちですが

� 一方で、こうした情報保護主義ともいうべき状況を組織内に作り出す

ことで、社員一人一人の心理を硬直化させ、事業展開の可能性を狭く

限定してしまう危険性を孕んでいます

� IoT によってインスパイアされて始まったビジネス競争は、ビジネス

28

� IoT によってインスパイアされて始まったビジネス競争は、ビジネス

の舞台として広大な領域を設定し、そこに多様な企業体からなる生態

系をプロモートし、その主導権を握る争いです

� 基本原則として自由主義を前提に置き、その中で優位なポジションを

占めるための戦略を、情報の取り扱いとしての知的財産戦略の面から

策定していく必要があります

� 未来社会を支える健全な市場を創造していくため、今まさにそうした

ことを議論すべきと考えます



IoT はははは何何何何をオープンにするかをオープンにするかをオープンにするかをオープンにするか

� IoT、Big Data、AI、そうした表題のついたセミナーやシンポジウムは

毎日のように行なわれています、第四次産業革命といわれるように、

その影響は極めて広範な社会現象に及ぶと見られているからでしょう

� 近未来の社会では、個人や企業体の保有するデータが融合し、境界

を設けることは非常に難しくなると予測されます、引き換えに得られる

メリットが極めて大きいからです
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� 営業秘密の保護によって確保してきた競争優位性が、同じ文脈では

機能しなくなることを想定し、事業戦略を策定することが必要です

� そうした未来像を見据えながら、直近の経営戦略としての営業秘密保

護を考えつつ、次の変革に対応していくこと、あるいは、さらに進んで

変革を仕掛けていくことを考えたいと思っています



ご清聴有難うございましたご清聴有難うございました
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ご清聴有難うございましたご清聴有難うございました


