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「郵便馬車をいくら付け足していっても、それによって鉄道ができることはない。」

by Joseph Alois Schumpeter

イノベーションとしては、①創造的活動による新製品開発（プロダクト・イノベーション）、②新
生産方法の導入（プロセス・イノベーション）、③新マーケットの開拓（マーケット・イノベー
ション）、④新たな資源の供給源の獲得（サプライチェーン・イノベーション）、⑤組織の改革
（オーガナイゼーション・イノベーション）などが挙げられる。

イノベーションは、企業が生産・販売活動の各フェーズのいずれかを既存のヒト（組

織）やモノ（プロダクト）・仕組み（物流・販売等）等を新たな仕組みによって改善す
ることで、新たな付加価値を創造すること

オープン・イノベーションは、自前主義（クローズドI）を抜け出し、外部資源の活用
や外部企業との提携・協業などを用いて起こされるイノベーションのこと

（イノベーションの定義）
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オープン・イノベーションとは？
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当事務所のご紹介
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＜概要＞

• 名称 漆間総合法律事務所／弁護士法人漆間総合法律事務所

• 所在地 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号 丸の内ビルディング26階

• 電話 03-3286-8152 FAX 03-3286-8153

• 弁護士 合計６名（支店含む）／経済産業省・金融庁 経営革新等認定支援機関

• 応用情報技術者及び情報処理安全確保支援士 1名／情報セキュリティマネジメント
３名

• 大阪支店（大阪市中央区今橋4-3-22淀屋橋山本ビル8階 電話 06-6220-2860）

• 名古屋支店（名古屋市中村区名駅南2-14-19住友生命ビル14階 電話 052-584-
0150）

＜経緯＞

・2009年 漆間総合法律事務所創設

・2012年 大阪支店開設

・2012年 名古屋支店開設

・2020年6月 東京事務所 増床のため移転（建物内）
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事務所紹介
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• トムソンロイター中規模Ｍ＆Ａ市場リーガルレビュー年間ランキングで6位にランクイン
（2011年、外資系法律事務所を除く）。

• M＆A案件多数（公開買い付け（TOB）、上場会社同士の会社分割、ファンド依頼案件、買
収ファイナンス等）

• 時価発行新株予約権信託®の開発、ベンチャー企業・上場企業への導入実績は160社を
超える（2020年8月末日現在）。

• IPOに関与した実績多数
• 内閣府イノベーション政策強化推進のための有識者会議「バイオ戦略」有識者
• 経済産業省ジャパンヘルスケアビジネスコンテスト2020 審査員／メンター
• 経済産業省関東経済産業局 令和元年度専門家派遣事業 メンター
• 大手医療機器メーカー、大手証券会社、大手IT企業への出向
• 関連会社を有し、無料M&Aプラットフォームなどリーガル関連のサービスも提供。
• 第三者委員会委員 実績多数
• 上場会社役員就任 実績多数

🄬弁護士法人漆間総合法律事務所（無断転用禁ずる。）

実績
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➢大阪生まれ、京都大学卒。University of Pennsylvania LL.M.卒
➢弁護士（愛知県弁護士会所属）、NY州司法試験合格。

➢ 2002年～大手法律事務所にて執務開始。
➢ 2009年に漆間総合法律事務所設立。M&A・ファイナンス等を中心に業務を行

う。

➢ 2012年、トムソン・ロイターのM&Aランキングにランクイン
➢ 2013年、バイオベンチャーの管理担当取締役に就任（2015.6上場）
➢ 2015年、株式会社Unitedly設立から始まり、現在5社の企業を経営する。
➢ 2020年、コタエル信託株式会社開業（管理型信託業）

＜事務所理念＞
I. 知識によって、常識をやぶる。
II.挑戦を支える、挑戦。
III.「助ける」をつくる。

自己紹介
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イノベーションと自らの歩み

➢ 2012年、M&Aランキングにランクイン
⚫ 当時、M&Aの情報流通は非常に原始的だった。
⚫ 流通促進のための工夫により案件数が激増。

➢ 2013年、バイオベンチャーの管理担当取締役に就任
⚫ 「助ける」をつくる。の実現のため。弁護士の可能性に挑戦するため。
⚫ PEファンド経験や起業経験、弁護士流の体制整備など。仲間に恵まれた。

➢ 2014年、時価発行新株予約権信託®を発明。
⚫ 信託銀行リテール部門への助言・税理士の方の書籍執筆への協力
⚫ 新株予約権の設計・算定機関とともに歩んだ成長
⚫ 気の良い社長とバイオベンチャーで管理担当取締役をするというシチュエーション

➢ 2015年、株式会社Unitedly設立以降の取組み。
⚫ 自分だけで事を成すことの限界と、次の挑戦。

➢ 2020年、コタエル信託株式会社開業（管理型信託業）
⚫ より多く、より正しく「助ける」をつくるため。

⚫ 模倣の濫用事例などを見て、自ら創ったスキームを超えるスキームを再創造。特許出願。

➢ 今は、様々なスキームを考えて「助ける」をつくる。ことに注力。スキーム構築系のご相談多数。
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時価発行新株予約権信託®を始めとする様々な信託スキーム

➢ 新株予約権をプールしておき、半年おきに役職員や社外協力者に交付していくことができる制度。
➢ 企業価値が低いときに導入しておくと、企業価値上昇後に役職員に交付できるため、既得権益化しない。

これ以上被害が出ない
ように開発を重ねる
①特許出願
②ライセンス取得

プロトタイプ
悪質な模倣によ
る顧客被害が続
出している

企業提携向け信託スキームなども開発。収益配分や知財の帰趨などを事後的に調整。
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イノベーションはどこに生まれるか？

ロジカルシンキングとラテラルシンキングの組み合わせが新しいスキームを量産しているかもし
れない（私見）。

➢ 常に社会の課題解決を考え続けている。
➢ 自分の興味のある業界に積極的に首を突っ込んで勉強させて頂く。
➢ 抽象化と転用を通じて、別の業界の知識を他で使えないか、などと様々組み合わせてみる。

加えて、ともあれやってみること。一ところに安住すると思考停止になりがち。

それをイノベーションというかは世間の評価次第だが、新しいスキーム・技術を開発して、社会
に適用していくのはそれほど難しいことではない。

士業のような資本主義の外の存在はさておき、本題である地域企業については次頁以降。
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地域企業を取り巻く環境の悪化

➢ 高齢化により活力の減少（企業内も老々介護に近づく。）

➢ 経営人材・優秀な人材の流出（飼いならされ、リスクを取ってリターンを得るマインドの減退）

➢ 人口減による消費者の減少

➢ シンプルな業務の機械化

➢ 社会の変質（大量消費→エシカル消費など。）

➢ 新型コロナ・ウイルスによる行動様式の変化

➢ ゾンビ企業の増加

⇒今までの状況がずっと続く訳がないと思いつつ、打破する方法が見いだせない経営者も多い。

人口ボーナス等に恵まれた高度経済成長期を「成功」と捉えてしまったが故に、その状況を基準に
した制度が様々出来上がってしまっている。

①強力な解雇制限、②終身雇用前提のJDなき人事評価・マネジメント、③銀行優先による連帯保証

制度の残存など。

⇒企業についても二極化が進む。この中でどのようにオープン・イノベーションを実現するか。
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業界内ブランドを高め
強固な基盤を確立

コストパフォーマンス重
視で社員を疲弊させてい

く会社

・起死回生には、業界を破壊す
るほどの技術とニーズを発掘。
・そのために付加価値を生む技
術のタネが必要。

首都圏企業

（規模）

<勝ち組の例> <負け組の例>

（二極化の状況） （求められるオープン・イノベーション：
自社にないものは何か？）

高収益ニッチでの
グローバルNo.1企業

自社の強みを定義できず、
社員を新規の取組みに割

く余裕がない会社

・ローカル前提、既存マーケッ
ト前提の考えは危険
・大企業・ベンチャー企業との
連携で余裕を振り絞った挑戦の
意識を持つことが始まり。

地域企業

技術力・開発力などを活
かした一点突破系の企業

（最近は、、、）

強みを見いだせず、資金
を流出し続ける死の谷の

中にいる企業

・資金調達逆算方式の事業構築
の落とし穴
・自社の弱みを埋めるための誠
実なアライアンス先の発掘

ベンチャー企業
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社会の二極化とオープン・イノベーションの必要性
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ベンチャー企業 大企業

意思決定の速度
迅速

オーナー経営者が決めるため
遅い

組織的な決裁や部門間調整など

資金
ない

１年分の資金を持っているところも稀
豊富

但し様々な手続きがあり投融資は稀

事業アイデア
少ないがエッジが立っている

先端技術を有しているケースがある
豊富にある

新規事業部門と既存の対立

組織
弱い

実現力は低いが一点突破に賭けている
普通

大量消費の名残で画一化を目指す

法務（知財法務）
弱い

資金なく特許出願も限定的
弱い

公平な予算の関係で特許出願も限定的

🄬弁護士法人漆間総合法律事務所（無断転用禁ずる。）

相互に協創することで、お互いに利益を生み出す
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ベンチャー企業 大企業

経営方針

資金調達をして生き残ることを前提と
しているため、見栄えの良い事業を選
んでしまう、あるいは深く潜って将来

価値を増やしたがる

既に構築された大規模組織を活かし、部
署ごとに通年予算の達成に縛られるため、
長期的な挑戦を行うのが困難。スケール
のでかい話は好きだが付き合えるかは別

組織・人
人事制度がなく、評価制度もない。
朝令暮改に対応できる、普通の組織に

なじまない人も少なくない

公平さに拘りぬいた人事制度が、組織目
標達成のために画一化した優秀な人材を
増やす。結果、新規の挑戦にブレーキ

開発力
組織が弱く、資金も少なく実現力が弱
いことが多い。一点突破に集中が必要

開発部門があるが、顧客との距離が遠く
開発のための開発をしてしまいがち。
また、社内対立を招く開発はできない。

ガバナンス
社長の良心に依存し、組織ガバナンス

には遠いケースが多い

一般的なガバナンスは効いているが、部
署の役割が強化されると他部署に口を出

せなくなることもある
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相互の弱みも知っておくべき

単なる技術協力や出資だけでは相手の核心に触れることはできない。
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典型 成功の典型例 十分成功と言える 失敗の典型例

ベンチャー企業 IPO目標
IPOに向けて事業・プロ
ダクトの実証を出来る
こと

バリュエーションが上
がる、倒産せずに組織
構築などを学ぶ

倒産（資金ショート）

地域企業 二ッチ型
利益増又は儲からずと
も成長可能性の獲得

トントンで済んで
学びを得る

損失を出し、社内も混
乱、大して得られたも
のがない

大企業 総合型
将来の収益源・事業部
門の増加・産業の転換
への足掛かりを得る

新規事業に迅速に取り
組むために自社に足り
ないものを外部調達す
ることへの体制整備

計画なく出資して大損
失
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成功をイメージするのも重要
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➢経営者・責任者の距離の近さが、信頼関係の醸成を促進する。

➢自前主義に拘らない態度、このままでは続かないという割り切りが、オープ
ン・イノベーションを呼び起こす。

➢自社のローカルでの強み／二ッチ分野での強み、地元における影響力（行政と
の距離なども）などを用いて、一点突破をするには十分なリソースを持ってい
る。

➢人事的例外についても、社内の納得が得られやすい。

➢社内外の知的財産権を共有することで、オープン・イノベーションには十分な
素地を持っている（後述）。

地域企業とベンチャーのコラボレーションの可能性
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