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本日お話しすること 

• 研究を始めた動機 

• 本研究が目指すもの 

• Ｓ字カーブについて 

• ＴＲＩＺにおける指標 

• 研究を始めた動機 

• Christensen の Innovation 



研究を始めた動機 

• Ｓ字カーブと発明数に相関ありは本当か？ 

– 実証例がほとんどない 

• イノベーションの種類（Clayton M. Christensen） 

– 持続的イノベーション 

– 破壊的イノベーション 

• 知財マネジメントは業界により千差万別 

– 一製品多数特許の電気・機械 

– 一製品少数特許の医薬品業界 

– 日本企業のグローバル出願率３割 

 

 



本研究が目指すもの 

• 技術のＳ字カーブと特許出願数との業
種・業態別の相関関係を実証 

 

• 破壊的イノベーション創出の一方法論を
提示 

 

• 本研究におけるイノベーション 
– 経済的成功を伴う革新 

– 特に、破壊的イノベーション（後述） 



一般的なＳ字カーブ特性 
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ＴＲＩＺにおける指標 

発明数 

時間 

Ｓ字カーブと発明数に相関あり、と言われてい 
一般論として本当か？業種・業態により違う？ 
 
 

出典：Darrell Mann「体系的技術革新」,2004 



Christensen の Innovation 
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先行研究（３Ｄテレビ） 

出典：Gizem Intepe, and Tufan Koc”The Use of S Curves in Technology Forecasting and its Application On 3D TV Technology“ 
World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol:71 2012-11-28 

3D TV S Curve with cumulative patent numbers 

The dataset for this study is constructed from  
Espacenet. Espacenet contains full collection  
of published patent applications worldwide  
 ‘3D TV’ is used as keyword term and patents  
are found for the period between 1969 – 2011. 

Ｓ字カーブと特許出との関係 
についての研究 
海外では散見されるが、日本 
ではほとんど行われていない 
実証研究が必要 



実証研究の一例をご紹介 

• ３Ｄプリンター 

• 選択した理由 

– トレンディ 

– 市場規模の拡大が見込まれる 

– 技術革新が行われたところ 

 

3DプリンターによるWikipediaロゴ 
出典：http://ja.wikipedia.org/wiki/3D%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC 



イノベーションと特許出願数 

特許出願数 

時間 

持続的イノベーション 

破壊的イノベーション 



各年公開と累積公開 

出典：特許庁ＩＰＤＬから筆者作成 
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TRIZから見た考察 
• 進化のパターンから見た考察 

– 今回のシステムを「成形機」と捉えると… 
射出成型機(金型)→3Dプリンター(金型レス)
に進化したと仮定できる。 

単一の金型 複数の金型 3Dプリンター 

射出成型のS字カーブ 3DプリンターのS字カーブ 

??? 



特許出願企業から見た考察 
• 射出成型機と3Dプリンターの特許出願上
位3社の状況比較とプレイヤーの変化 

US特許はAPPのみで検索 



特許出願企業から見た考察 
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特許出願企業から見た考察 
• 射出成型機と3Dプリンターの特許出願上
位3社の状況比較とプレイヤーの変化 

 

 

• このように出願特許から見ると、明らか
に、プレーヤーの変化と共に、時期の推
移が見て取れることから、特許の出願推
移とTRIZの進化のパターンから導かれる
洞察された「システム」を探ることは有
効。 



TRIZから見た別の考察 
• 破壊的イノベーションの萌芽発見への今
後のTRIZの活用は？ 

 

 

• 一般的には「技術システム進化のパター
ン」を参考にするのが主。 

• しかし、目的機能をほかの手段で実現す
る方法を探すことも、「他分野の知識活
用」として、特許検索の状況と合わせる
とさらにパワフル？ 



TRIZから見た別の考察 
• 例えば・・・ 

 

• ３Dプリンターの場合、次のイノベーショ
ンの萌芽を調べるために、イフェクツを
利用し、その中でいくつかの新しい可能
性を感じるものの先行特許を分析するこ
とで、「次世代の造型機」へのヒントを
探ることができるのではないか？ 



新しい造形方法の創造に向けて、 
「レーザー蒸気体積」についての特許を調べてみる。 



今後の展開 

• 技術のＳ字カーブと特許出願数との相関
関係を業種・業態・知財マネジメント別
に実証 

• 他技術のＳ字カーブ・経済動向等との個
別具体的な相関を加味 

• 破壊的イノベーションが生じ得るおおよ
その時期を予測 

• 破壊的イノベーションを誘引 
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