
キヤノンがカメラから複写機へと事業を多角化して，今日電機メーカの一翼を担うように

なっています。その事業多角化の経緯と，それを可能にさせた技術開発と知財戦略についてお

話し致します。キヤノンに関する説明は，会社の見解ではなく私個人の見解です。

� キヤノンの複写機開発

キヤノンがカメラメーカとして創業した当時のお手本は，ドイツのライカカメラでした。そ

＊ 大阪工業大学知的財産学部長・大学院知的財産研究科長，元キヤノン�知的財産法務本部 契
約・渉外センター所長

特別講演：キヤノンにおける独自技術開発と知財戦略
――複写機開発を例に――
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キヤノンの経営哲学

世界のトップシェア

多角化展開

キヤノンの経営哲学（出典：キヤノン知的財産法務本部）

＊06年データ キヤノン推定値

・大基板液晶露光装置　51%
・TV局用レンズ　　　　60%
・イメージスキャナー　35%

・デジタルカメラ　22%
・普通紙複写機　　28%
・LBP（カラー）　52%
・LBP（モノクロ）60%

「人間尊重」
「自分の技術で勝負する」（独自技術）

1937年 カメラ事業でスタート
独自技術開発により複写機事業へ
（出典：キヤノン知的財産法務本部）
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の後，高度成長時代にむけて事業を多角化しました。事業の多角化の成功の鍵の一つは，会社

の経営理念にあると思います。

�―� キヤノンの経営哲学

キヤノンの創業は１９３７年（昭和１２年）です。創業時に大きく�つ経営哲学を掲げました。人

間尊重と独自技術で勝負ということです。この哲学の下，カメラ事業を創業し，次いで事業を

多角化していきました。現在，世界でシェアの大きい製品をいくつか持っています。その中で

歴史的に興味深い複写機の開発を取り上げます。１９６０年代に複写機事業に進出し，その技術を

基にレーザービームプリンタ，ファクシミリ等々の事務機の分野に事業を拡大しました。今で

はインクジェットプリンタやデジタルカメラ等も製造販売しています。今日は産業技術史のお

話ですので，会社の事業・経営にかかわる歴史の中で技術開発の経緯と知財戦略を対比しつつ

お話しします。

�―� １９３７年創業――カメラ事業から経営多角化へ

キヤノンの創業当時，ライカに追いつこうとカメラ事業からスタートしました。創業者の一

人が産婦人科のお医者さん，御手洗毅と申します。当時結核が蔓延していて，予防のためにレ

ントゲン写真機がいるがドイツのカメラは高価なので，日本でもカメラを作りレントゲン写真

機を普及しようではないかと，医者の立場で非常に熱心に取り組み，ついには自ら社長に就任

しました（私が入社した１９７０年当時，御手洗社長でした）。

その後，会社の更なる発展のために事業を多角化しようと技術開発を進め，創業３０周年を迎

えるにあたり御手洗社長が「右手にカメラ，左手に事務機」というスローガンを掲げました。

事務機として複写機に着目したのは，複写機はレンズ等の光学技術を使いますのでカメラに近

い事業分野と言えました。当時，米国では RCA社が感光剤を塗布したコート紙を使う方式の

複写機を作り，他方，Xerox社がいわゆる普通紙（プレインペーパー）を使う複写機を作ってい

ました。RCA社からライセンスを取得してキヤノンも複写機を作ったのですが，使い勝手の

技術と文明 １８巻�号（６８）
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良い普通紙にコピーをとる機械を作ろうと言う方針になったと聞いています。当時は，Xerox

社が米国をはじめ全世界で普通紙複写機市場を独占的に提供しているという状況でした。

Xerox社は，普通紙複写方式の Chester F. Carlsonの発明を事業化しており，当時千百件と

も言われていた多数の特許を保有して，鉄壁の守りを築いていました。そこにキヤノンが飛び

込んでいくわけです。Xerox社と同じ方式では当然特許の問題を起こします。社長は，社員に

「Xeroxの特許は一件も使うな」と独自の技術開発を指示します。どうやって Xerox社の特許

の壁をかいくぐるか。複写機の方式は技術的には電子写真と申しますが，その開発のチームリー

ダーが田中宏さん。Xerox社の特許を検討し，またキヤノンの独自技術の特許を取得する活動

のリーダーは丸島儀一さん。私の元の上司であります。こういった二人が中心となって体制を

作り，５０年代から６０年代にかけて複写機の開発を始め，随分苦労をしました。

複写機のエンジンに当る技術的に核心となる部分は感光体です。光の像を受けて感光体に潜

像を作り，その像をトナーという現像剤により顕像化します。一番大事なのが，感光体とその

感光体にどういうプロセスで像を作っていくかと言う技術です。当時 Xerox社はセレンとい

う感光材料を使っていましたが，それを使うわけにはいきません。当然特許で押さえています

ので。キヤノンはカメラメーカーですから，硫化カドミウム（CdS）がカメラの露出計用に沢

山ストックされていたので，それを使って何とか感光体を作れないかと色々実験を行ったと聞

いています。

複写機の開発には，感光体とそれに像を作るプロセスに加えて，製品にするための色々な技

術開発が必要ですが，そう簡単には出来ません。プロジェクト体制を組んだとはいえ，長期に

わたる開発の苦労が続きます。最終的には１２年間かかりました。この間，売れる製品ができな

いので複写機事業は赤字続きです。会社内で大激論があり，複写機は赤字続きだから止めろと

いう声も出たと聞いています。経営判断で継続したと聞いています。

１２年目にしてやっと先ほどの感光体を使って像を作る新しいプロセスの開発ができた。これ

は独自の方式ですので，ネーミングとして NP（ニュウ・プロセスの略）を名前に付けて NPシ

ステムと称しました。第一号機の複写機として１９６８年�月に NP―１１００を作りました。市場へ

の参入を決定し，本格的な複写機事業がスタートできる状況になったわけです。もちろんその

過程では，日本はじめ外国の特許を取得するという活動も並行して行いました。

�―� キヤノンの複写機事業に先行した特許網形成

御存知のように，基本技術開発から実際に製品を市場に出すまでの間には様々な要素技術の

開発が必要ですので時間もかかります。キヤノンの複写機の場合も，１９５０年代に開発を始め，

NP方式の原理特許出願が１９６５年です。新しい感光体に新しい像形成プロセスを適用して像を

形成していくのに必要な特許を取って，NP―１１００の発売を始めたのは１９７０年です。その間に，

図のように，製品に必要な技術開発と共に周辺・応用特許出願をしてきました。

特別講演：キヤノンにおける独自技術開発と知財戦略（田浪）
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１９７０年代
事業開始

（（2000件を超える
特許）

１９６０年代
他者特許調査
原理特許出願
１９６５年

応用特許出願
製品適用特許出願

キヤノンの複写機事業に先行した特許網形成キヤノンの複写機事業に先行した特許網形成

事業
技術

事業
技術

時間

NP確立

電子写真複写技術

�―� Xerox 社との特許攻防

NP―１１００の公表を知った Xerox社から，技術者を送るから複写機を見せてくれとの依頼がき

ました。当然複写機の中身には秘密のものが随分ありますから「機密保持契約を結ばないと技

術内容は開示できません」とキヤノンが言うと，「分かった，サインするから見せてやってく

れ」との返事です。しかし，Xerox社の技術者は，到着した開口一番「実は NDA（機密保持契

約）にサインするのが間に合わなかった」，だから機密保持契約にサインしていない，よって，

キヤノンの複写機の中身を機密に触れない程度でいいから説明してくれと言います。しかし，

技術者ですから，色々技術的なことを聞いてきます。機密に触れるのでキヤノンの技術者が答

えないと，「そんなことも知らないのか」と，キヤノンの技術者のプライドを傷つけることを

言ってきたとのことです。キヤノンの技術者には矜持もあったことでしょう，答えざるを得な

かったと聞いています。Xerox社はそれを利用して，その後，特許侵害の警告をしてくるわけ

です。これは特許の世界では，普通のやり方ではありますが。

嬉しいニュースもありました。NP技術を採用した複写機の開発にキヤノンが成功したと聞

いいたアメリカの二社から，技術導入をしたいとの申し入れがあり，一社当り１００万ドルで技

術供与をすることになり，田中さんをはじめ皆，非常に感激したと聞いています。

他方，Xerox社は，キヤノンが取得した NP方式の特許に対して世界の主要国で異議申立て

や取消しを求めてきました。NP１１００が Xerox社の特定の特許を侵害するとの警告をもしてき

ました。厳しい特許の攻防が始まったわけです。異議申立ては特許制度上認められている方法

ですが，キヤノンの NP技術は Xerox社の先行技術と同じであるから，特許にならないとの主

張が主でした。しかし，Xerox社の先行技術とキヤノンの NP方式とは異なりますので，キヤ

ノンと同じ像形成プロセスを適用しても像はできないとの立証もした結果，最終的にはキヤノ

ンの主張が全て通りました。また，特許権侵害警告に対しても，長い年月をかけて双方の技術

の違いを丁寧に説明して，なんとか理解を得ることができたという結果になりました。

技術と文明 １８巻�号（７０）
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複写方式の対比（概要）複写方式の対比（概要）

• Xerox方式
感光体：２層、光導電体に
Se（Se、導電性基板）

潜像形成プロセス（２次）
１次ステップ：暗所で帯電
２次ステップ：暗所で光像
　露光

• キヤノンのＮＰ方式
感光体：３層、光導電体に
CdS（透明絶縁層、CdS、導
電性基板）
潜像形成プロセス（３次）
１次ステップ：暗所で１次帯電
２次ステップ：暗所でAC除電
　同時光像露光
３次ステップ：全面露光
明所で現像できる

もしも，キヤノンの NP特許は無効であり，そしてキヤノンの複写機が Xerox社の特許を侵

害しているということになると，キヤノンが十数年かけて複写機を開発してきた事業が根底か

ら覆ることになります。複写機事業をあきらめざるを得ないという非常に大きな岐路に立った

わけです。幸いに技術の違いでもって Xerox社に対抗できました。

�―� 複写方式の対比

ここで，キヤノンと Xerox社の複写機の違いをポイントだけお話しします。一つは感光体

の構造の違いです。感光体の材料も違うのですが，層構成が違います。Xerox社は�層，キヤ

ノンは�層の感光体です。その感光体に潜像を形成するプロセスも異なり，Xerox方式の場合

は第�，第�ステップで終わりますが，キヤノンの場合は第�ステップから第�ステップまで

あります。より詳しく言えば，Xerox方式は Carlsonプロセスと言いますが，�層の感光体（光

導電体とアースされた導電性基板）に暗所で静電気を付与する一次帯電を行い，次にその感光体

に光像露光をして光が当たったところは静電気のプラスマイナスが中和して無くなり，光が当

らないところはそのまま静電気が残るので，これが潜像となります。こうした�次のステップ

からなる方式です。この潜像を現像のために，潜像の電荷と反対の電荷を帯びたトナーを暗所

で振りかけると，トナーが付着して像が出来るので，これを普通紙に転写します。キヤノンの

NP方式は，それとは異なり，CdSという感光材料に透明の絶縁層を被覆した絶縁層，CdS層，

導電性基板からなる�層構成の感光体を使い，一次ステップでまず帯電し，二次ステップで像

露光と除電とを同時に行い，三次ステップで感光体の全面に光をあてて潜像を作り，それを明

所でトナーにより現像できるようにし，次いでトナー像を紙に転写します。

こうして１０余年以上にわたる開発努力の結果，１９６０年代に Xerox社という巨人に対抗して

新しい技術開発に成功し，それでもって複写機事業を立ち上げることができました。これがキ

ヤノンの大きな体験になりました。その後６０年代後半以降，この独自の複写機技術を使ってさ

らに事業を拡大していったわけです。複写機に近い分野のレーザービームプリンタ事業です。

レーザービームで像をスキャンして，その反射光を感光体に当てて高精細な潜像を作ることが

出来ます。そういうレーザービームプリンタや複写機の小型化などの事業を拡大し，複写機関

特別講演：キヤノンにおける独自技術開発と知財戦略（田浪）
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「事業の成否は独自技術開発とそれを支える
知財戦略にあり」

知財重視の風土

研究開発者は、

• レポートよりも
特許（発明提案書）を書け

• 文献よりも特許公報を読め

研究開発は、

製品を出して完了ではなく、独自技術を

権利化（知的財産権）してはじめて完了

（出典：キヤノン(株）知的財産法務本部）

1970年頃から

1960年代の複写機業界 Ｘｅｒｏｘの特許網
による独占的事業

Ｘｅｒｏｘ特許に触れない新電子写真複写技術の開発

「事業の成否は独自技術開発とそれを支える
知財戦略にあり」

キヤノンの体験キヤノンの体験知財重視の風土

知財戦略の重要性認識知財戦略の重要性認識
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1987 年キヤノンＮｏ．1 （847件）
1992 年キヤノンＮｏ．1 （1,106件）

連結売上高と米国特許件数の相関
キヤノンの米国特許キヤノンの米国特許（出典：キヤノン知的財産法務本部）
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連，プリンタ関連の技術開発と共に，特許網も形成していきました。

この間，先ほどの田中宏さんが複写機開発功労者と言うことで Chester F. Carlson賞も受賞

しました。

この体験を通じて，独自技術の開発とそれを特許で守っていくことが会社の事業や経営に

とっていかに大事かということを，キヤノンの経営トップから技術者，さらには個々の社員ま

でが認識したといえます。それ以降，キヤノンでは特許重視ということで，開発者はレポート

よりも特許を書け，技術文献よりも特許を読め，そして製品開発は製品を出して終わるのでは

なく特許を権利化してはじめて終わるのだという風土が定着しました。これは，今日まで生き

ています。

�―� キヤノンの製品機開発と知的財産活動

このようにキヤノンでは研究開発の重要性を認識し，中興の祖と言われる賀来龍三郎社長が，

研究開発が大事であるので売上高の１０％以上を研究開発に投資するという英断をし，それ以降

ずっと今に至っているわけです。その開発成果を保護するために，米国等外国でも多数の特許

を取得し，米国の年間特許登録件数では�度，世界一になったことがあります。

技術と文明 １８巻�号（７２）
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キヤノンの売上高対研究開発費推移キヤノンの売上高対研究開発費推移
（単体ベース）（出典：CANON FACTBOOK 2009/2010から編集）
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�―� 他の技術開発事例：インクジェットプリンタ

キヤノンの独自技術開発という経営哲学は，それ以降の新しい製品開発にも活きています。

インクジェットプリンタがその一例です。１９７０年代後半に，熱を使ってノズルから非常に微細

な液適を飛ばして紙にあててプリントするというインクジェットプリンタの新しい技術を使っ

た製品を出しています。インクジェットプリンタの方式は，大きくはエプソン，キヤノン，HP

などの方式があります。キヤノンは熱を使って液適を飛ばす方式です。この方式での開発を進

め，１９７０年代後半に基本特許出願をして，その後の技術開発に伴い，今日，基本から応用まで

多数の特許出願をしています。１９８５年に第�号のインクジェットプリンタを販売しました。

� キヤノンの技術開発と知財戦略

以上まとめますと，キヤノンは幸いにもカメラ事業から事務機事業への多角化に成功しまし

た。経営者の経営姿勢が会社を導く大きな原動力でした。社員を鼓舞し，モチベーションをしっ

かりと与えてきたと言えます。独自技術開発と，Xerox社をはじめ巨大企業との特許を巡る闘

いを体験して苦労から学びとった知財戦略とを駆使して事業の多角化を推進し，今日に至りま

した。

�―� （総括）事業戦略，技術戦略と一体の知財戦略

キヤノンでは，独自技術開発に向けて全社挙げて邁進するために売上高の１０％を超える研究

開発投資をし，イノベーションで勝負をしていくという経営方針をしっかりと打ち立て，その

独自技術を知的財産権でしっかりと保護し，活用して参りました。事業競争において，自社の

特許の強味を利用して，よそのライバルメーカーの強い技術を取りこんでいくというクロスラ

イセンス戦略も取ることができます。いわば，強い特許をバーゲニング・パワーにして，優れ

た技術を持つ企業との提携を推進するという，いわゆる共生戦略を進めることができました。

少しデータ等をお示しします。先ほどのように売上高の二桁のパーセンテージを研究開発に

特別講演：キヤノンにおける独自技術開発と知財戦略（田浪）

９



ブランドとロゴブランドとロゴ　（出典：キヤノン知的財産法務本部）

Kwanon 
Camera （1934）

Kwanon（Prototype）
35mm focal-plane-shutter camera

The Kwanon goddess 
was carved on our first
cameras.

観音
The Buddhist Goddess of Mercy

商標CANON出願

＜SINCE 1955＞

回すという具体的な数字です。２００８年までしか図示していませんが今日まで基本線は同じです。

売上高と研究開発費の棒グラフ，折れ線は研究開発費を売上高で割ったパーセンテージです。

大体１２～�％で推移しています。これはキヤノン単体です。特許を使って製品事業を守って事

業収益を挙げるのが本来の姿ですが，特許権でライセンス収入をあげるという副次的な方法も

あります。

� キヤノンの現在――ベンチャーから大企業へ――

キヤノンの創業者の一人の御手洗毅社長が�自の精神（自発，自治，自覚）ということをいい，

その哲学は引き継がれています。

�―� ブランドとロゴ

キヤノンの名前のいわれを申し上げておきますと，もともとは Kwanonカメラという名称

のカメラを試作したのですが，世界で通用する Canonという名前にしました。これはスタン

ダードとか標準とか良い意味がありますので，それを名前にして商標出願もしました。

�―� キヤノンの現在の事業展開

現在のキヤノンの事業展開について，全世界での売上高（２０１１年１２月期）は，約�兆�千億

円，地域別売上比は日本１９．５％，米州２７．０％，欧州３１．３％，アジアオセアニア２２．２％です。事

業の多角化の結果，売上高に占める製品の割合はカメラ２５％，事務用機器２７％，コンピュータ

周辺機器３６％，光学機器等１０％です。キヤノングループには全世界で約２０万人の社員がおり，

事業戦略支援のためにグローバルな知財体制を敷いており，その知財部門には国内，国外合わ

せて６００名を超える人員がおります。

技術と文明 １８巻�号（７４）
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米国特許取得（過去１０年間の累積）
http://web.canon.jp/ir/individual/detail/05.html

米国
CUSA 
知財部門

R&D会社
・・・

グローバル知財体制グローバル知財体制
（出典：キヤノン知的財産法務本部）

欧州
CEL 
知財部門

R&D会社
・・・

アジア
C中国
知財部門

R&D会社
・・・

キヤノン（株）
知的財産法務本部

国内
関係会社
知財部門

グローバルな事業展開とその優位性を確保すべく，過去１０年間，キヤノンは米国特許取得件

数で常に上位（�位）におり，ヨーロッパや中国等でも相当数の特許等の知的財産権を取得し

て活用しています。

特別講演：キヤノンにおける独自技術開発と知財戦略（田浪）
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