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はやぶさ 第４７号 ２０１３年０９月２０日(金） 
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発行責任者： 一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

       理事長 平本 靖夫 

       （Captain 平本：（株）I&C・HosBiz センター） 

編集責任者： 理事 石川 昌平 

 

はやぶさのバックナンバーＵＲＬ：http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php 

 

URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

◆経営特訓ゲームのプレスリリース：ドリームニュースにて Web 発信しました。 

 URL： http://www.dreamnews.jp/press/0000078129/ 

 

 

メルマガ「はやぶさ」 第４７回目の発信です。 

 

今回は専門性が高いテーマで講義のように堅い内容ですが、知財は今後重要な経営資源 

に位置づけられると観じていますので、中小企業の発展、特にものづくり系を支援する 

私たちとしては、看過できない重要な経営課題であります。 

そうした目的で今回 I&C・HosBizセンター：綜合知財戦略センター長の村上  忠良氏に 

執筆をお願いいたしました。個別相談もやっておりますので、お気軽にご相談ください。 

 

               一般社団法人 経営特訓士協会 理事長 平本 靖夫 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

       著者：（株）I&C・HosBiz センター 

綜合知財戦略センター長   村上  忠良 

 

URL http://www.hosbiz.net/tizai.html 

 

タイトル：  知財戦略が日本企業の未来を決める時代が来た。 

 

◆１０回シリーズ（８回シリーズを変更）  

 

http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://www.dreamnews.jp/press/0000078129/
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その【１０】･＊＊知財開発の歴史に学ぶ・温故知新＊＊その 4 （最終回） 

 

時代変革の有効達成事例【理化学研究所】；三位一体戦略の実現成功の、知的人脈の重要性 

 

１．大学知的人脈等：ハーバード大学、スタンフォード大学、オックスフォード大学等の場合 

 

時代の変革を動機付ける、先端的研究の一翼を担う大学の知的人脈が、時代を、社会を 

変革する人脈知を構成し、その人的繋がり、絆等を強固に構築し、持続してきたことも、 

忘れてはならない事実である。 

 

欧米では、大学等は、知的研究組織の頂点に位置する組織・集団として、伝統的に高い 

評価を得てきたが、時代はその影響力を学問の世界に留まらず、 

実世界=実業社会=経済社会=政治社会等々に於いても、その影響力を期待するように 

なってきたのである。 

特にハーバード大学、スタンフォード大学、オックスフォード大学等の大学は、歴史的 

にも評価が高いが、今でも世界の高い評価を、実績をもって維持してきている。 

 

日本は、明治維新の国家戦略として、日本の国力を世界先進国のレベルに到達させる 

のが、国家目標で、東京帝国大学【法科；エリート官僚養成校】、東北帝国大学 

【金属物性工業系技術者＆研究者養成校】、大阪帝国大学【医療系医科学技術者＆ 

研究者養成校】、京都帝国大学【哲学、理学系研究者等の学者養成校】、・・その他 

帝国大学等で、国家戦略として、人材育成戦略に取り組んだ。 

 

 

２．キーマンとしてのエジソンの評価 

時代変革の三位一体の戦略のモデルケースとして、エジソンの事例 

１）発明発想法の研究、実験試作 

２）情報収集＆解析、特許出願のシステム思考・訓練 

３）事業体の創出         

非常に参考になる。弟子に、ヘンリー・フォード（自動車王）がおり、ニコラ・ 

テスラ（直流送電システム創案）がおり、米国の特許制度の発達に、その社会的影響・ 

産業的効果、経済的効果の実証化のモデル化に多大な影響をもたらしたことは、極めて 

重要である。 

 

これを先の号に記述した、経営戦略の 

１）創造（研究開発）               →研究開発（技術）戦略 

２）創造成果物の権利取得保護（知的財産権の取得） →知的財産戦略 

３）創造成果物の活用（事業化；製品化、サービス化）→事業戦略 

として考えると、明治維新以後の日本の発展にも極めて多大な影響を及ぼしている 
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こと、明白である。 

 

多くの若い日本人技術者を支援したエジソン 

１）野口英世、 

２）東芝創立者：藤岡市助、 

３）日本電気創立者：岩垂邦彦、 

４）高峰譲吉《アドレナリン発見、タカジャスターゼ発見・製造》、 

５）渋沢栄一 

等々を支援あるいは交流した 

 

３。エジソンに影響を受けた高峰譲吉、渋沢栄一（理化学研究所設立総代に）が「核」 

となり、大隈重信（理化学研究所設立発起協議会開催【1916 年】）等が中心になって、 

理化学研究所設立の契機を作った点や、また、その後の発展（理研コンツエルン創出、 

育成・理研ビタミン・理研ピストンリング・・等）に関与した人達が、当時の国際情勢 

を踏まえた上で、国家戦略的見地から、日本の将来の国益を担う若い学術研究者の育成 

【湯川、朝永等】に注力した点は、現在でも極めて示唆に富んでおり、重要である。 

 

日本は、今も、将来も、知恵と知識の、いわゆる総合知、全知力を振り絞る所にしか 

生きる道は無いものと覚悟すべき時期に来ていると思うのである。 

 

◆ワンポイント・レッスン◆ 

 この時代精神が受け継がれていたら、福島原発問題は、もう少し違う展開になっていた 

であろう。 

官僚主義を卒業して、総合智に生きなければ,未来は開けない時を迎えています。 

長いあいだ、ご購読ありがとうございました。 

 

＊＊＊＊＊＊   お知らせ   ＊＊＊＊＊＊＊ 

 

ボード型マネジメントゲーム「経営特くんゲーム」のご案内 

 

◆5 時間コース(トライアルゲーム) 

有料コースです。参加費は７,000円です。（ただし、初参加「体験受講」の場合は 

1,000 円） 

特典として （１）小冊子「経営のゴールド免許の取り方」を差し上げます。 

       （２）無料で「経営会計診断」と「組織診断」を行います。 

 

＊毎回、熱心な皆さんが参加されています。繰り返し参加される事によって、経営力 

がパワーアップされています。 
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トライアルゲームを一度経験された方の再受講も歓迎します。 

再受講の費用は別途お問い合わせください。 

二度、三度と経験を積まれることをおすすめします。 

 

１）9月 28日（土） １３：3０～１８：30 台東区民会館  ９F 特別会議室（中） 

   （地下鉄銀座線浅草駅  徒歩５分） 

    東京都台東区花川戸２-６-５  (浅草寺ニ天門前 都立産業貿易センター台東館) 

 

２）１０月２６日（土） １３：3０～１８：30 北区 北トピア 

（ＪＲ王子駅～徒歩 2 分、 東京メトロ南北線 王子駅直結） 

 

３）１１月１６日（土） １３：3０～１８：30 北区 北トピア 

（ＪＲ王子駅～徒歩 2 分、 東京メトロ南北線 王子駅直結） 

 

◆経営者、後継者、経営幹部向け夜間研修コース 

９月から平日夜間の２時間セミナー開催を企画しましたので、ご期待ください。 

 第１回の開催が決定しました。「経営資源パワーアップ セミナー シリーズ」として 

今後、月に１回実施の予定です。 

 第 2 回のテーマは「人時生産性を高めないと、社員・会社・株主は幸せになれない」です。 

 

１）2013年 10月 18日（金） 17：30～１９：３０ 北区 北トピア 

（ＪＲ王子駅～徒歩 2 分、 東京メトロ南北線 王子駅直結） 

  当社団の理事長である平本靖夫が皆様に直接解説いたします。 

   詳細は以下の HPを参照ください。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/ 

 

第３回以降の「経営資源パワーアップ セミナー」のテーマと日程です。手帳にメモ 

していただきたくお願いいたします。場所、時間は今回のご案内と同じ：北トピア、 

17:30～19:30 です。 

 

第 3 回 2013年 11月 13 日（水） 経営資源強化対策は地球にやさしい企業活動 

第 4 回 2013年 12月 11 日（水） 2014年の経営環境と経営計画の重点課題は 

 

詳細は、以下のＨＰを参照ください。 

 

   http://keiei-tokkunshi.jp/schedule.php 

http://keiei-tokkunshi.jp/
http://keiei-tokkunshi.jp/schedule.php
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◆経営特訓士資格認定講座 

   

＊第４回の認定講座（７／2８，2９）には、新たに認定特訓士をめざす３名の方と、 

インストラクターをめざす、２名の方が参加されて、販売機会を獲得する競争入札 

も行い、白熱したゲームが全部で５期展開され、マネジメント会計３表（MO、精算表、 

BS・PL）の作成方法や分析結果の使い方をしっかりと体得されました。 

 

現在、１５名の方が「経営特訓士」として認定されています。 

 

  以下のホームページで全員のプロフィルを紹介していますので、ご覧ください。 

 

    URL http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php   

 

＊第６回の認定講座は、 

１１月９日（土）、１０日（日） 10：00～18：00 開催場所は決定次第記述します。 

 

 最低１回はトライアルゲームに参加している方が対象ですが、ご相談に応じます。 

 また、1日コースとの組み合わせで、２日間の履修とすることもできます。 

 

◆インストラクター資格認定講座 

 ＊第４回の認定講座は、 

１０月または１１月に開催予定です。開催場所等は決定次第記述します。 

 

注）「経営特くんゲーム」の概要は、下記のＨＰを参照ください。 

 

URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

編集後記 

この度、新たに 4 名（戸田、郡山、高橋清、高橋尚子）の認定インストラクターが 

誕生しました。イラスト付きで、以下のＵＲＬに掲載していますので、ご覧ください。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php 

http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
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はやぶさのバックナンバーＵＲＬ：http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php 

 

「はやぶさ」の第４７号を発行しました。 

 

 

・７日（土）には３０分に渡り、テレビ東京の取材が入りました。１０月２６日 ２１時～ 

 の番組(出没！アド街ック天国) 「東十条特集」の中で放映される予定です。 

 残念ながら、地方では放映されませんので、後日、ビデオを入手して、TKGA のHP に 

 アップします。 

 

・この１５、16日は第 18 号の大型台風で全国にわたって被害が続出しました。 

 「強風・突風、豪雨」では、家屋の損壊、道路の冠水、床下・床上浸水、土砂崩れそして 

 人的被害（怪我、死亡）と多岐にわたっています。 

 

・「知財戦略が日本企業の未来を決める時代が来た。」は今回が最終回となりました。 

 内容が難解だったかもしれませんが、今後日本が継続発展するには知財戦略が不可欠だ、 

 ということは認識していただけたでしょうか？ 

 明治政府には確固たる知財戦略が存在したことがよく分かりました。 

 ただし、この時代は「追いつき追い越せ」ということで先行ターゲットがあったのですが、 

 現在は、日本自身が先行モデルを生み出すといういわば「1 から２ではなく、ゼロから１」 

 が求められているという違いがあります。 

 

・次回から７回シリーズで「ものごとの本質を考える・・・とは」というテーマで 

 スタートします。著者は（一社）経営特訓士協会の会員である前ノ園氏です。 

 ご期待ください。 

.－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

読者の皆様から、ご要望や率直なご意見をいただけると、力が湧きありがたいです。 

皆様からのメールをお待ちしております。 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp


 

 7 / 7 
 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

 

URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

配信解除ＵＲＬ：配信停止をご希望の際は、以下のアドレスをクリックしてください。 

http://asu12.com/d.php?t=test&m=stone_river@hosbiz.net 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://asu12.com/d.php?t=test&m=stone_river@hosbiz.net

