
「企業価値向上に資する知的財産活用事例集
－無形資産を活用した経営戦略の実践に向けて－」の解説
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企業価値の源泉としての無形資産の重要性の高まり
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⚫ 企業価値の源泉が有形資産から無形資産に変わってきている中、日本では依然として有形資産投資のウェイトが高い。

⚫ 日本の企業価値に占める無形資産の割合は、欧米に比べて格段に低い（S&P 500の90％に比べ、NIKKEI 225では32％）。

（出典）2020年版通商白書

米国 日本

（出典）OCEAN TOMO HP
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企業のマークアップ率について

※「マークアップ率」とは、分母をコスト（限界費用）、分子を販売価格とする分数であり、
製造コストの何倍の価格で販売できているかを見るもの。
この値が１のとき、販売価格はちょうど費用を賄う分だけを捻出していることになる。

出典：「成長戦略実行計画」(令和3年6月18日)
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コーポレートガバナンスコードの改訂

⚫ 2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンスコードにおいて、知的財産への投資

に関する補充原則が追加された。

【原則３－１．情報開示の充実】
補充原則３－１③ 上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自
社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきであ
る。また、人的資本や知的財産への投資などについても、自社の
経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的
に情報を開示・提供すべきである。

【原則４－２．取締役会の役割・責務(2)】
補充原則４－２② 取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観
点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な
方針を策定すべきである。
また、人的資本・知的財産への投資などの重要性に鑑み、これら
をはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する
戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督
を行うべきである。
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ＩＰランドスケープとは
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◼ ＩＰランドスケープとは、経営戦略又は事業戦略の立案に際し、（1）経営・事業情報

に知財情報を取り込んだ分析を実施し、（2）その結果（現状の俯瞰・将来展望など）

を経営者・事業責任者と共有すること。その結果に基づいて、意思決定が行われる。

経営資源 ビジネスモデル 製品・サービス 経済的価値
社会的価値

Input Process Output Outcome

知財・無形資産

価値創造メカニズム

企業のミッション／ビジョン／バリュー

メカニズム設計時の思考の方向＝バックキャスト

知財情報

経営・事業における知財・無形資産の位置づけを可視化・裏付け

① コアコンピタンスの特定、競合他社の状況把握

② R＆Dテーマ・新規事業の探索、M＆A・アライアンス候補の選定

③ 傾向の把握、将来予測 など
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知財と経営に関する企業関係者へのアンケート調査結果
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n=310

A7 知財担当役員の兼務状況

知財専任

3%
経営部門役員

11%

法務部門役員

8%

研究開発部門役員

37%

知財担当役員

はいない

34%

その他

4%

B1 経営層は知財を重視していると思うか

そう思う

35%

中程度

35%

あまり思わない

21%

全く思わない

3%

B2 知財活動が経営に貢献していると思うか

そう思う

25%

中程度

44%

あまり思わない

26%

B3 経営と知財部門で情報共有できているか

中程度

42%

そう思う

16%

あまり思わない

33%

全く思わない

6%

社長3% 大いに思う

6%

大いに思う

3%

全く思わない

2%

大いに思う

3%

出典：経営に資する知財マネジメントの実態に関する調査研究報告書（2020年）
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知財部門と経営層との対話ができている企業の特徴
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✓経営層が 企業や事業の成長戦
略との関係で、知的財産の役割や
事業への貢献について理解してい
る

✓知財部門が 経営層の思い描
く企業や事業の将来像（To be）を、
現状（As is）との対比において理
解し、適切なタイミングで経営層
に情報提供している

出典：企業価値向上に資する知的財産活用事例集 （2022年）

https://www.jpo.go.jp/support/example/chizai_senryaku_2022.html（2022年5月公表）
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企業価値向上に資する知的財産活用事例集

20事例を掲載
9

出典：企業価値向上に資する知的財産活用事例集 （2022年）

ヒアリング調査に基づく
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エグゼクティブサマリーの概念図
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出典：企業価値向上に資する知的財産活用事例集 （2022年）
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経営に知財を活用している企業における主要な知財戦略
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⚫ 知財ミックス戦略

特許、意匠、商標に加え、広くノウハウ、AI・ソフトウェア、データ、

さらには人的資源を含めて複合的に活用して差別化

⚫ ブランド戦略

ブランドの背景にあるストーリーを顧客に伝えることによる差別化

⚫ オープン・クローズ戦略

特許を取得して発明を開示するか権利化せずに秘匿するか（情報のオープ
ン・クローズ）、という観点と、取得した特許権の他社への実施を許諾するか

否か（実施のオープン・クローズ）、という観点から、自社利益を拡大

⚫ データ／ＡＩでの知財戦略

データの蓄積とそれに基づいたAIモデルによる差別化

出典：企業価値向上に資する知的財産活用事例集 （2022年）
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【事例06】株式会社ゼンリン
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出典：企業価値向上に資する知的財産活用事例集 （2022年）

[Step1] 事業部門が知財部門
と商標や意匠などを含めた確認
（IPランドスケープをコミュニ
ケーションツールとして活用）

[Step2] 事業部門が経営会議

に諮り、経営層の承認を得る。
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【事例09】株式会社デンソー
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投資家にとって知財情報は
重要であるという金融機関
からの情報や、年金積立管
理運用独立行政法人（GPIF）
が2020年10月に発行した
「GPIFポートフォリオの気候
変動リスク・機会分析」に
おいて、特許情報を活用し
た分析が行われていること
を知財部門が説明。

特許庁
出典：企業価値向上に資する知的財産活用事例集 （2022年）



【事例14】株式会社ブリヂストン
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出典：企業価値向上に資する知的財産活用事例集 （2022年）

[Step1] （遠回りであるが）まずは、IP
ランドスケープを活用して、知財部門が
事業部門との連携を深める

[Step2] 事業部門が経営層に事業戦略
を説明する際に、IPランドスケープが使わ
れ始める

[Step3] 経営層がIPランドスケープを
理解し始める

[Step4] 知財部門が経営層に直接的に
IPランドスケープに基づいた提案をタイム
リーに提供する

[Step5] 定例開催される経営会議で社長
自らIPランドスケープに基づいて説明する
ようになる
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◆同社では知財部門はマーケティング
本部内の事業開発センターに所属。

◆ 知財部門がマーケットの動向や経営
戦略に触れながら知財戦略を考える
ことができる組織体制。

◆ 経営層のマーケティング本部長が、
マーケティング、研究開発、製品開
発や知的財産などの関係部門間の連
携を常に一貫して意識。

【事例19】横河電機株式会社
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出典：企業価値向上に資する知的財産活用事例集 （2022年）



2019年度から2021年度に発行した事例集

イノベーションの創出、事業競争力の強
化、組織・基盤の強化などの経営課題の
解決に資する知財戦略に取り組んできた
国内外の企業をヒアリング調査してとり
まとめた事例集。
主に知財機能レベルの「戦略＋具体的な
戦術」のレイヤにフォーカスし、国内外
企業20社以上の事例をまとめた。

出所：
https://www.jpo.go.jp/support/example/chiza
i_senryaku_2020.html

経営戦略を成功に導く知財戦略
【実践事例集】（2020年度発行）

経営における知的財産戦略事例集
（2019年度発行）

経営と知財を巧みに連携させて、両者の距
離を縮める取り組みを実施している企業の
知的財産戦略に関する国内外の企業の事例
をヒアリング調査してとりまとめた事例集。
主に企業レベルの「経営戦略＋知財戦略」
のレイヤにフォーカスし、国内外企業50
社以上の事例をまとめた。

出所：
https://www.jpo.go.jp/support/example/k
eiei_senryaku_2019.html

共創（Co-creation）による事業創造と知財戦略の
連携について調査を実施。
特にCo-creationによる事業創造の全体像を俯瞰し、
経営層・新事業開発・知財の立場の「悩みや課
題」にフォーカス。
上記「悩みや課題」に対し、Co-creationの事業創
造における「知財戦略実践へのアプローチ」、
「環境整備」、「事業創造プロセス」に整理して、
各社の取組（国内外企業12社）を紹介。

新事業創造に資する知財戦略事例集
～「共創の知財戦略」実践に向けた
取り組みと課題～（2021年度発行）

出所：
https://www.jpo.go.jp/support/example/chi
zai_senryaku_2021.html
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2018年度に発行した事例集
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国内外ベンチャー企業の
知的財産戦略事例集

“IP Strategies for Startups”

国内10社、海外8社（イスラエル、ドイツ、
シンガポール、中国）のベンチャー企業
の事業方針と知財戦略、外部専門家との
連携体制、知財の活用事例などを紹介。

出所：
https://www.jpo.go.jp/support/startup/do
cument/index/h29_01_1.pdf

オープンイノベーションのための
知財ベストプラクティス集

“IP Open Innovation”

大企業・中堅企業がベンチャー企業と
オープンイノベーションを進める上で生
じる課題とその対応策について、また、
協業の目的に応じた類型化と各プロセス
の進め方、知財部門の役割や協業で生ま
れた知財の取り扱いなどを紹介。

出所：
https://www.jpo.go.jp/support/startup/docu
ment/index/ip_open_Innovation.pdf

知的財産デュー・デリジェンスの
標準手順書
“SKIPDD”

ベンチャー企業への出資や事業提携、
M&Aを検討する際に行われる「知財の観
点からの対象会社のリスク評価及び価値
評価（知財デュー・デリジェンス）」に
ついて、基本的なプロセスやポイントを
紹介。

出所：
https://www.jpo.go.jp/support/startup/do
cument/index/skipdd.pdf
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• 御質問／御要望は遠慮なく下記連絡先までお知らせくだ
さい。

• 本事例集に関する意見交換のご希望がございましたら、
QRコードから御入力をお願い致します。

連絡先
特許庁総務部企画調査課
PA02E0@jpo.go.jp 特許庁：意見交換を希望する企業様用応募サイト

おわりに



ありがとうございました
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