第２部
特許庁における取組

第９章

人材育成に向けた支援・施策

1．知的財産人材の育成
特許庁及び独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）は、 多種多様な知的財産人材の育成と、
知的財産マインドの向上を目的に、 知的財産人材育成の取組を行っている。
本節では、 それらの人材育成の取り組みについて紹介する。

（1）生徒・学生向けの人材育成
①知財創造教育の普及

b. 小中高等学校において知財創造教育を実施
できる人材の養成に必要なテキストに関す
る調査研究（2018 年度）

イノベーションの創出のためには、新しいものを

教育現場の職員が知財創造教育の内容、必

創造する人材や、創造されたものを活用したり他

要性、指導方法を十分理解できるよう、教員免許

の様々なものと組み合わせたりして、新しい価値を

状の更新講習や教職課程等の講義を通じて利用

生み出す仕組みをデザインできる人材が必要であ

できるテキストを整備することを目的として、知財創

る。そこで特許庁は、発達段階に応じて、新たな

造教育に関するコンテンツを収集した上で、小中

発見や思考の源泉となる創造性を育むとともに、

高等学校において「知財創造教育」を実施でき

知的財産の保護・活用の重要性に対する理解の

る人材の育成に資するテキストのあり方について検

増進と態度形成を図り、もって知的財産の創造に

討を行った。また、これらの結果を基に、教育現

始まり、保護・活用に至る知的創造サイクルの好

場の教員や教育学部で学ぶ学生が知財創造教

循環を生み出すための人材を育む「知財創造教

育の実施について理解する際に利用するテキストと

育」の普及に取り組んでいる。

して導入しやすく、現場の教員が見慣れている学
習指導案を多く取り入れた「新しいモノ・コトを楽し

a. 中等教育段階における知財創造教育の推進

く創る知財創造教育 未来を創る授業ガイド ～す
べての教科ですぐに始められる学習指導案事例と

度）

ヒント～」を作成した。このテキストは特許庁ウェ

初等中等教育段階における知財創造教育に資

ブサイト 2 で提供している。
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に資する教材に関する調査研究（2018 年

する既存教材の整備状況を把握する足掛かりとし
て、中学校教育の「技術・家庭科」における知

c. 知的財産に関する創造力・実践力・活用力開

財創造教育の推進に資する教材の調査、分析を

発事業

行った。そして、調査結果から、
中学校教育の「技

特許庁及び INPIT は、ものづくりや商品開発

術・家庭科」で知財創造教育の推進に資する汎

等の実践の場を通じて、知的創造力を育む取組

用性の高い教材について検討し、「知財創造教

を行う専門高校（工業・商業・農業・水産）及

育モデル」、「具体的活用事例」 及び 「活用ガイ

び高等専門学校に対し、必要な支援を実施してい

ド集」 からなる教材を作成した。これらの教材は

る。これは、アイデアを知的財産へ具体化、模擬

特許庁ウェブサイト で提供している。

的な出願書類を作成する過程等を通じて、生徒・

1

学生に、新しいものや仕組みを企画・提案する「創
１中
 等教育段階における知財創造教育の推進に資する教材に関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_02_zentai.pdf
２ 新しいモノ・コトを楽しく創る知財創造教育 未来を創る授業ガイド ～すべての教科ですぐに始められる学習指導案事例とヒント～
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_05_hint_zentai.pdf
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造力」、その企画・提案を実社会のルールの中で
実現させていく「実践力」を身につけ、更にアイ
デアや創意工夫を実社会の中で形にして活用する
「活用力」を養ってもらうものである。
知的財産に関する創造力・実践力・活用力に

②パテントコンテスト及びデザインパテントコ
ンテスト
特許庁は、全国の日本の次世代を担う生徒、
学生等が創造した発明・デザインの中から特に優

関する実践的な能力を養成する取組の導入と知

れたものを選考・表彰する「パテントコンテスト」

的財産権制度に関する基本的な知識の習得を目

及び「デザインパテントコンテスト」を、文部科学省、

指す取組の計画を策定し、その実践を通じて組

日本弁理士会及び INPIT と共に実施している。

織的な取組として定着を図っていくことを目的とした

このコンテストは、生徒、学生等の知的財産に対

「導入・定着型」と、知的財産に関する創造力・

する意識と、産業財産権制度に対する理解の向

実践力・開発力開発事業において知的財産学習

上を目的としており、特に優れた発明・デザインに

の組織的な推進体制ができ、すでに知的財産学

ついては、実際に発明・デザインの創造から権利

習が定着している学校を対象に、これまでの取組

取得までを生徒、学生等が体験できる機会を提供

実績を踏まえた独創性のある取組等にチャレンジす

するものである。全国の高校生、高等専門学校生、

る学校を最大 3 年間支援することを目的とした「展

大学生等から作品を募集し、応募作品の中から

開型」 の二つに分けて募集を行っている。応募

特に優れた発明・デザインを出願支援対象として

校の採択については、外部有識者等からなる「知

選考し、表彰している。表彰された発明・デザイ

的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事

ンを創造した生徒、学生等は、出願から権利取得

業推進委員会」において、申請書に記載された

までの過程において、主催者から以下の支援を受

取組について審査を行い、2018 年度においては、

けることができる。2018 年度は、発明 30 件・デ

「導入・定着型」として 38 校、「展開型」として

ザイン 31 件が優秀賞を受賞した。

5 校（商業：1 校、水産：1 校、高専：1 校、工業：

・弁理士によるアドバイス（主催者負担）

2 校）が選定され、採択された。また、2016、17

・特 許出願料／意匠登録出願料、特許審査請求

年度の「展開型」 採択校（9 校）が同委員会

料、特許料（第 1 ～ 3 年分）／意匠登録料（第

での評価を受け、継続することが承認され、この

1 ～ 3 年分）の提供

9 校を併せた計 52 校が実施することとなった。
また、2018 年度には、地域別交流・研究協議
会（関東地区）において各校の成果展示を行うと
ともに、学校での知的財産に対する取組について
発表会を実施し、ブースを設け 15 校（展示 6 校、
発表 9 校）を表彰した。

君のひらめきを特許権にしよう！

パテント
コンテスト
応募期間

2019年

君のデザインを意匠権にしよう！

2019年度

6月24 日 ㊊

デザインパテント
コンテスト

9月27日 ㊎

必着

応募方法及び作品紹介
応募資格：高校生、高等専門学校生、大学生、専修学校生、大学校生
応募の詳細（募集要項、応募書類等）及び過去の作品紹介（権利取得作品）については、
（独）工業所有権情報・研修館の

パテントコンテスト／デザインパテントコンテストホームページ

（URL：http://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/index.html） に掲載しています。

Click
パテントコンテスト

主催／文部科学省、特許庁、日本弁理士会、（独）工業所有権情報・研修館

作品募集のポスター
平成 30 年度「知的財産に関する創造力・実践力・
活用力開発事業」地域別交流・研究協議会
（関東地区）成果展示・発表会
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官賞」を設けており、2018 年度は「まくわうりの

入賞し、出願支援を受けて権利設定された特許

風味を引き出したアイスクリーム」に関する特許を

権・意匠権を活用して事業化がなされた事例の中

活用して事業化に成功した岐阜県立岐阜農林高

から、特に優秀なものを表彰する賞として、「パテ

等学校まくわうりひろめ隊を表彰した。

特許庁における取組

また、特許庁は、過年度のコンテストにおいて

ントコンテスト・デザインパテントコンテスト特許庁長

【デザインのみ】

コンテスト
の流れ

意匠制度に関する
セミナーの受講など

❶ ホームページでの

参加登録と応募書類
の作成・郵送

の学習

❼ 特許・意匠登録査定

❻ 特許庁の審査

❷ 応募書類の
審査・選考

❺ 特許庁へ出願

❸ 優れた発明及び
意匠を表彰

❹ 特許・意匠登録出願書類の作成
弁理士のアドバイス

特 許 証

意匠登録証
特 許 証

特許権・意匠権取得

メリット2

メリット3

特許出願料と審査請求料
意匠登録出願料

特許料・意匠登録料（第1〜3年分）

主催者負担

主催者負担

メリット1

弁理士の相談料

主催者負担

岐阜県立岐阜農林高等学校
まくわうりひろめ隊による

コンテストの流れ

（2）知的財産専門人材の育成
①弁理士の育成
従来から、経済のグローバル化が進む中、我
が国産業の国際競争力を高めるために、知的財

「まくわうりアイス」

【2000 年改正】
・弁理士試験の簡素合理化
・利用者のニーズの多様化に応じた業務の拡大
【2002 年改正】
・特 定侵害訴訟 1（弁護士が同一の依頼者から

産の創造・保護・活用がますます重要となっている。

受任している事件に限る。）における訴訟代理権

知的財産制度の重要な担い手である弁理士には、

の付与

これまで以上に知的財産の創造・保護・活用の

【2007 年改正】

促進に貢献することが求められている。

・弁 理士の有する専門的知見を活用できる分野に

特に、中小企業・小規模事業者が知的財産を
まで以上に裾野広くきめ細かいサービスの提供が
不可欠となっている。また、我が国企業のグロー
バルな事業展開の進展に伴い、我が国からの国

・弁 理士の裾野拡大のため、弁理士試験の免除
の拡大
・弁 理士の資質の維持及び向上に向けた研修制
度の創設

際特許出願件数も年々増加しており、こうした国際

・名義貸し禁止規定の導入

展開を着実に進めるためにも弁理士の重要性がま

【2014 年改正】

すます高まっている。

・弁理士の使命の明確化

このような状況下で、知的財産に関する専門技

第９章

戦略的に活用していくためには、弁理士によるこれ

ついて業務を拡大

・発明等の保護に関する相談業務の明確化

術的な知見を有する弁理士の更なる育成及び活

・弁理士の利益相反行為の緩和

用を図るべく、弁理士法について所要の改正を

【2018 年改正】

行ってきた。

・標準関連業務を弁理士の業務として追加
・データ関連業務を弁理士の業務として追加

１ 特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟。
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また、知的財産に関する専門家・人的基盤とし

2-9-1図

ての弁理士の育成・確保を図る措置の一環として、

（人）
12,000
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10,000
9,146
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8,183
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6,000
5,000
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3,000
2,000
1,000
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（年）

弁理士試験の充実を図るための弁理士法施行規
則の改 正を行った（2014 年 12 月）。2016 年 度
から実施した新試験において、条約科目を含めて
弁理士にとって必要な基礎的知識を確認する手段
として、短答式筆記試験へ科目別合格基準を導
入し、また、選択問題間の難易度を揃え試験の
公平性を担保するため、論文式筆記試験（選択
科目）における選択問題の集約を行った。
これらの制度改正を経て、弁理士の数は増加
傾向にあり、2018 年末時点で 11,351 人となって

  弁理士数の推移

（備考）2018 年 12 月末における値に基づいている。
（資料）統計・資料編 第 6 章 3.（1）

いる［2-9-1 図 ］。 弁 理 士 数 の 増 加 に 伴 い、
2000 年法改正の前には弁理士が主たる事務所を

2-9-3図

  特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた
弁理士数の推移

置いていない地域（弁理士ゼロ地域）が存在し
ていたが、現在では、大半の弁理士が大都市に

（人）
4,000

定着しているといった形での地域偏在は残っている

3,500

ものの、弁理士ゼロ地域については解消されている

3,000

［2-9-2 図］。

2,500

また、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた

2,000

弁理士 1 の数も同様に増加傾向にあり、2018 年

1,500

末時点で 3,339 人である［2-9-3 図］。

1,000

1,995

2,251

2,429

2,584

2,753

2,875 2,961

3,286 3,339
3,092 3,197

500
0
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（年）

（備考）2018 年 12 月末における値に基づいている。
（資料）日本弁理士会の報告に基づき特許庁作成

2-9-2図

  弁理士の都道府県分布

事業所所在地
北 海
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
山 梨
長 野
岐 阜

道
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
都
県
県
県
県

1999 年
7
0
2
5
3
4
3
17
5
9
51
84
2,814
231
2
13
19

人数

2018 年
46
8
5
22
7
5
11
138
35
28
205
218
6,142
781
21
59
59

事業所所在地
静 岡
愛 知
三 重
新 潟
富 山
石 川
福 井
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島

県
県
県
県
県
県
県
県
府
府
県
県
県
県
県
県
県

1999 年
24
161
4
7
5
4
6
8
45
595
60
6
2
2
0
14
12

人数

2018 年
81
588
25
25
19
16
17
81
254
1,700
294
58
12
3
2
24
46

事業所所在地
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄
国

計

県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
外

人数
1999 年
2018 年
1
11
3
12
4
12
2
14
1
5
31
105
0
6
1
5
4
10
1
6
2
9
2
7
2
6
（統計なし）
108

4,278

11,351

（備考）主たる事務所の所在地の弁理士数をカウントしている。また、2018 年 12 月末における値に基づいている。
（資料）統計・資料編 第 6 章 3.（2）

１訴
 訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力を担保するための研修を修了し、この学識及び実務能力を有しているか判定するための試験（特定侵害訴訟代理業務試験）に合
格した弁理士が、日本弁理士会において、本試験に合格した旨の付記を受けることにより、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、訴訟代理人となることができる。
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②民間等の知的財産専門人材の育成
INPIT では、民間等の知的財産専門人材を育
成するため以下の研修を実施している［2-9-4 図］。
2-9-4図

  民間等の知的財産専門人材向けの研修一覧

主な対象者

研修名

先行技術調査に
従事する者

検索エキスパート研修
［特許］

先行意匠調査に
従事する者

検索エキスパート研修
［意匠］

企業の
知的財産担当者

特許調査実践研修

中小・ベンチャー
企業の経営者
又は知財担当者

知的財産活用研修
［活用検討コース］

中小・ベンチャー
企業の知財担当者
大学の研究者
政府関係機関等
における
研究機関等の職員

知的財産活用研修
［検索コース］
知的財産権研修［初級］

2018 年度

研修概要
特許法についての十分な知識を有する者を対象とし、 先行技術
調査能力を一層向上することにより、 出願及び審査請求の適正
化に資する人材を育成する研修
意匠法についての十分な知識を有する者を対象とし、 製品デザ
インの意匠権による有効な保護、 権利化後の権利範囲を適切に
とらえることができる人材を育成する研修
特許出願前から特許取得、 権利活用に至るまでに必要となる特
許審査基準に基づいた特許性の判断や、 効率的な特許調査を的
確に行うことができる人材を育成する研修
中小・ベンチャー企業が知的財産権を取得・活用することによる
成功や、 活用できなかった場合を様々な事例等を交えて紹介し、
また参加者同士が検討することにより、 知的財産をどのように経
営に役立てるかという判断能力を養う研修
特許情報を活用して、 研究のテーマ・方向性を決定するための
調査や、 特許出願・審査請求の要否の判断をするための調査を
的確に行うことができる人材を育成する研修

延べ受講者数

知的財産に関する業務経験が比較的浅い方を対象に、 当該業務
を遂行するために必要な知的財産の基礎的知識を習得する研修

③情報通信技術を活用した学習機会の提供 1
INPIT では、民間等の知的財産専門人材を

96 名

9名

29 名

12 名

38 名

107 名

④調査業務実施者の育成
ａ. 調査業務実施者を育成するための研修（法定

育成するため、「IP・e ラーニングサービス」にお

研修）

いて「知的財産権・特許・実用新案制度の概要」

INPIT では、特許庁からの先行技術文献調査

や「意匠・商標制度の概要」などの学習教材を

を請け負う登録調査機関において調査を行う調査

広く一般に提供している。

業務実施者（サーチャー）になるための法定研修
第９章

（工業所有権に関する手続等の特例に関する法
律第 37 条）を実施している。
精度の高い先行技術文献調査を行う調査業務
実施者の着実な育成は、世界最速・最高品質の
審査を実現するために極めて重要である。
本研修は、調査業務実施者として必要な基礎
的能力の修得支援を目的とし、座学を通じて特許
実務及び検索実務に関する基本的知識を体系的
IP･e ラーニングトップページ

に学習し、その知識を実習や討論を通じて実践す
ることにより、先行技術文献調査に必要な知識を
網羅的に修得できる内容となっている。
◇ 2018 年度実績
延べ受講者数：449 名

１ https://ipe.inpit.go.jp/inaviipe/service
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ｂ. 調査業務実施者スキルアップ研修
進歩性の論理付けを踏まえた検索の進め方や

⑤民間の知的財産人材育成機関との連携

不適切な検索報告書を校閲・指導する手法等を

INPIT は、知 的 財 産 人 材 育 成 推 進 協 議 会 1

学ぶことにより、調査業務実施者の中でも指導的

に参画し、他の参画機関と、情報交換、相互協

立場にある者に求められる能力を養うことを目的とし

力を行うとともに、人材育成の各種取組の普及・

て調査業務実施者スキルアップ研修を実施している

宣伝や、知的財産研修に関する横断的事項につ

［2-9-5 図］。

いての意見を集約し、政策提言を行っている。

◇ 2018 年度実績

また、2018 年度は、知的財産人材育成推進

受講者数：30 名

協議会の主催により、産業の形態の変化を引き起
こす背景と知財マネジメントへの影響を紹介すると
ともに今 後 求められる知 的 財 産 人 材 像を示した
「産業パラダイムチェンジの３つの背景」と題する
セミナーを 3 回にわたり開催した。

2-9-5図

  調査業務実施者育成研修の概要

検索実習

講義

研修修了

・検索端末を利用した実習

グループ討議

検索報告書作成

回）

・特許法、審査基準
・検索手法
・特許分類 等

・新規性、進歩性

等

・申請区分の案件の検索報告書作成

筆
記
試
験
（
２
回
）

面
接
評
価
（
２
回
）

一区分につき
１０名以上の
調査業務実施者

研修期間：約２か月回、年４回

登録調査機関
の設立

１2
 006 年 1 月 30 日に知的財産戦略本部知的創造サイクル専門調査会で決定された「知的財産人材育成総合戦略」において、知的財産人材育成推進のための協議会の創設が提
言されたことを受けて設立された。
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（IIPTI）、ベトナム知的財産研究所（VIPRI）及

知的財産人材の育成において、国際協力の必

び IP アカデミーシンガポール
（IPASG）
との間では、

要性が一層高まっていることから、INPIT では、

定期的に会合を行い、知的財産人材育成に関す

海外の知的財産人材育成機関との連携・協力を

る議論を行うとともに、研修カリキュラム等の情報

行っている。

交換、両機関の連携による知的財産人材育成研

特 に、 中 国 知 識 産 権トレーニングセンター
2-9-6図

特許庁における取組

（CIPTC）、 韓 国 の 国 際 知 識 財 産 研 修 院

⑥他国の知的財産人材育成機関との連携

修の実施等、具体的な相互協力を進めている。

  2018 年度における CIPTC、IIPTI、VIPRI 及び IPASG との連携・協力事項
開催時期

第 4 回日越人材育成機関会合
第 4 回日越人材育成機関連携セミナー
第 6 回日韓人材育成機関長会合
第 6 回日韓人材育成機関連携セミナー

第 1 回日星人材育成機関会合

中国知的財産法セミナー

小・中学校教師向け知財教育研修
第 9 回日中韓人材協力会合
第 12 回日中人材育成機関会合
第 5 回日越人材育成機関会合

ホーチミン
2018 年 7 月
ホーチミン
2018 年 8 月
ソウル
2018 年 8 月
ソウル
2018 年 9 月
シンガポール
2018 年 11 月
大阪
2018 年 11 月
北京

概要（主な合意事項と成果）
知財人材育成に関する情報や経験の共有、 連携セミナーの共同開催に
関する協力を進めることについて覚書を締結した。
企業の知的財産権の保護と知的財産の開発のための企業支援をテーマ
とし、 ベトナムの行政機関、 研究機関、 企業、 大学から約 70 名が参
加した。
審査官向けの新技術研修、 両国における知財教育等について意見交
換を行った。
両国特許庁の講演者が、 AI に関連した技術の審査基準のガイドライン
について、 韓国の知財庁職員や企業等の実務者を含む約 110 名を対
象に講演を行った。
知財人材育成に関する情報や経験の共有、 連携セミナーの共同開催、
両国の知財人材の交流に関する協力を進めることについて覚書を締結
した。
日中の専門家を招き、 中国専利法第四次改正案や模倣品問題等につ
いて、 中国の知財状況に関心を有する弁理士・弁護士及び企業や大
学の知財担当者等を含む 90 名を対象に講演を行った。
CIPTC が主催する小・中学校教師向け知財教育研修への講師派遣依
頼を受け、日本の専門家から日本の小中学校における知財教育につい

2018 年 12 月

て講演を行った。
各機関が提供する企業向け研修について対象者や概要等を整理するこ

武漢
2018 年 12 月

とや、 e ラーニングに関する相互協力を進めること等に合意した。
中国の知財教育に対する日本側の協力について合意。また、日本に進

武漢

出する中国企業のための研修開催等の連携について議論を行った。
新たに開所した、 企業の相談・支援窓口や知財人材育成の機能を担う

2019 年 2 月
ホーチミン
2019 年 2 月
ホーチミン

VIPRI ホーチミン支所の詳細を聴取。中小企業を支援するための体制
整備等について意見交換を行った。
知財権の保護・管理に資する企業向け相談・支援をテーマに、 VIPRI

第９章

第 5 回日越人材育成機関連携セミナー

開催場所
2018 年 7 月

ホーチミン支所開所式と併せて開催され、 ベトナムの行政機関、 研究
機関、 企業、 大学から約 45 名が参加した。
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2．知財功労賞表彰
経済産業省 特許庁では、「発明の日」（我が国初の特許制度である「専売特許条例」 の公布（明治
18 年 4 月 18 日）を記念）に、 知的財産権制度の発展及び普及・啓発に貢献のあった個人に対して 「知
的財産権制度関係功労者表彰」、また、 制度を有効に活用し、 その発展に寄与した企業等に対して 「知的
財産権制度活用優良企業等表彰」 として、 経済産業大臣表彰及び特許庁長官表彰を行っている。 両表彰
を合わせて、「知財功労賞」と総称している。
本年度から、 デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法である「デザイ
ン経営」 にスポットライトを当て、 世界に通じる優れたデザインを生み出し、 知的創造サイクルの実践に寄
与した人材や、 デザイン経営を取り入れながら知的財産を有効活用している企業を表彰した。
2019 年度（平成 31 年度）は、 4 月 18 日に知財功労賞表彰式を開催した。

経済産業大臣表彰受賞者

特許庁長官表彰受賞者

（1）知的財産権制度関係功労者表彰

的財産分野の豊富な知識を生かし、弁理士に

①経済産業大臣表彰（敬称略）
みや がわ

宮川

み

つ

対する特定侵害訴訟代理業務に関する能力担

こ

美 津 子 （東京都）

［弁護士（TMI 総合法律事務所

■弁 護士としての法律的知識や経験に加え、知

保研修の講師や、多年にわたり、慶應義塾大
パートナー）］

学法科大学院の講師として、知的財産権制度

■知 的財産戦略本部の有識者本部員として、我

に関する講義を行う一方で、知的財産事件の

が国の知的財産推進計画の策定に関与すると

判例解説など多くの著書、論文を精力的に発

ともに、長きにわたり、産業構造審議会知的財

表するなど、我が国の知的財産に係る法曹人

産政策部会の委員や同部会の不正競争防止

材の育成に貢献。

小委員会の委員を務め、不正競争防止法の改

■日本弁護士連合会知的財産センター副委員長と

正に貢献。そのほか、工業所有権審議会弁理

して、アジアの知的財産制度の訪問調査に参画

士審査分科会試験部会の委員を務めるなど知

し、現地の政府当局や裁判所関係者、実務家

的財産制度に関する審議会の委員を幅広く歴

との意見交換等を通じ、両国の知財法制の発

任し、多数の政府の政策立案に尽力され、我

展や実務家交流に寄与した。特にミャンマー訪

が国の知的財産権制度の改善発達に大きく貢

問時には調査団の団長として、中心的役割を果

献。

たすなど、同国の知財に係る司法制度の整備
に寄与。
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②特許庁長官表彰（五十音順
いわ もと

岩元

敬称略）

まさ たか

正 孝（鹿児島県）

［カクイ株式会社

代表取締役社長］

いく お

特許庁における取組

まえ だ

前田

育 男（広島県）

［マツダ株式会社

常務執行役員（デザイン・

ブランドスタイル担当）］
■ワールド・カー・オブ・ザ・イヤーを受賞するなど

■発 明協会理事、鹿児島県発明協会会長など

世界的に有名なマツダ株式会社のデザイナーで

知的財産関係団体の役職を長きにわたり歴任

あり、誰にも真似することができない記憶に残る

し、知的財産権制度の普及・啓発や青少年の

デザインを数多く生み出した実績から、産業競

創造性開発育成に貢献する一方、脱脂綿の製

争力とデザインを考える研究会の委員として、
「デ

造販売を行う中小企業の経営者としての企業経

ザイン経営」 宣言の策定に貢献するなど、デザ

営を通じた知的財産に関する知識、豊富な実

インによる我が国企業の競争力強化に向けた議

務経験から、九州経済産業局九州知的財産

論に尽力。

戦略協議会委員、鹿児島県知財戦略推進ネッ

■日中韓デザインフォーラムなどへの登壇を通じて、

トワーク会議委員として、同地域における知的

企業における「デザイン経営」 の実践や意匠

財産推進に係る計画の策定等に寄与。

制度の活用などに関する情報発信を積極的に

■自社の保有する知的財産をビジネスで使用する

実施し、知的財産権制度の普及・啓発に貢献

際、資金調達に係るニーズや問題点を最重視

するとともに広島市立大学や九州大学など、多

し、知財総合支援窓口の事業責任者として金

数の講演・講義を行い、創作から権利化を見

融機関の出身者を配置。地域金融機関との連

据えた新たなモノづくりを担う次代の人材育成に

携を強化するなど知財経営者の目線で取り組

尽力。

み、地域の企業支援に尽力。
たけ もと

竹本

かず

し

一 志（東京都）

［ サ ントリー ホ ー ル デ ィング ス 株 式 会 社
MONOZUKURI 本部

知的財産部長］

■日本知的財産協会の理事長として、我が国の
みならず欧米、アジア各国の政府機関や関係
諸団体との交流、知的財産権制度の運用の調
和に貢献。特に日中企業連携プロジェクトでは、
第９章

活動当初から現在に至るまで中心的な役割を果
たし、日中両方の企業が継続的に交流する仕
組みを構築することで、互いの知財活動の更な
る活性化や、今後の日系企業のグローバルな知
財活動の土台となるネットワークを形成。
■産 業構造審議会知的財産分科会意匠制度小
委員会や産業競争力とデザインを考える研究会
委員として、意匠制度の見直しや「デザイン経
営」 宣言の策定に尽力するとともに企業を対象
とした不正競争防止法関連の研修講師を担当
するなど知的財産の人材育成に貢献。
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（2）知的財産権制度活用優良企業等表彰
①経済産業大臣表彰

知財活用企業
（特許）

ペプチドリーム株式会社 （神奈川県）
ペプチドリーム株式会社は、 基盤技術ＰＤＰＳ（Peptide Discovery Platform System）を
もとに、 特殊ペプチド医薬品やペプチド－薬物複合体（ＰＤＣ医薬品）、 低分子医薬品という３カテ
ゴリーの新規治療薬の開発、 技術供与を行っている企業である。
企業担当者による知財活動の紹介

受賞のポイント
■短期間に複数の薬の候補物質を容易に発見でき

創業者である東京大学の菅裕明教授は、大学発

るようにすることで新薬の開発コストを大きく抑制す

ベンチャーの成功例が多い米国における起業ノウハ

ることを可能とし、３つの独自技術を柱とする特殊

ウや知的財産権に関する知見を有し、窪田規一（現

ペプチドを用いた創薬のためのプラットフォーム（Ｐ

代表取締役会長）はバイオ分野でベンチャー企業を

ＤＰＳ）を確立している。ＰＤＰＳの基本技術や関連

立ち上げるなどの豊富なビジネス経験を有しており、

技術を複数のコア特許で抑え、さらに各種ライブラ

両者が約１年かけて事業計画や知的財産権のポート

リーの発明に関する特許で取り囲み、
特許ポートフォ

フォリオなどを綿密に検討し 2006 年 7 月に当社を設

リオを構築して強固な参入障壁を構築している。

立した。当社は知財戦略を事業戦略に不可欠なも

■バイオや製薬業界では契約締結時に知財につ

のと捉え、知財担当者を経営直下に配置しています。

いて厳しい審査が行われる傾向があり、少しで

2017 年 8 月に新本社・研究所が稼働して以降

も特許に穴がみつかると大幅にディスカウントされ

は、知財担当者を増員し、体制の更なる強化を図っ

てしまうため、完璧といえるまでにポートフォリオを

ています。ＰＤＰＳやその改良技術などプラットフォー

固めてから交渉を開始している。ＰＤＰＳのもたら

ム技術に関する方法特許や、得られた新規治療

す効果の大きさから世界のメガファーマのほとん

薬原体に関する物質特許だけではなく、効率的に

どを含む 19 社の製薬企業とアライアンス契約を

原体を生産する技術の特許も積極的に取得してい

締結することに成功している。

るため、それぞれに最適な特許の取得及び活用

■アライアンス契約は、契約時の一時金に加え、
開発の節目ごとにマイルストーン収入が入るように

方法について、社長を含めた経営層と知財担当
部門で随時議論し、方針を決定しています。

し、市場で販売を開始した場合は売上の一定

また、将来のビジネスを見据えた適切な知財戦

割合のロイヤリティ収入が入る形態として、投資

略を構築するため、研究開発のスタート段階から

期間が長期に及ぶ創薬事業で、早期に安定し

技術担当者、知財担当者及び事業担当者が積

た経営を実現している。また、ＰＤＰＳを継続的

極的に会議に参加しています。

にバージョンアップする研究を重ねて、その成果

さらに社内ウェブ会議ツールなどを導入することで

も特許権を取得することで特許ポートフォリオを着

常に担当者間で情報を共有できるようにしています。

実に強化し、競争力を確保している。
Flexizyme技術
特殊ペプチドを創製する技術

ＰＤＰＳを用いた創薬開発バリュエーション
特殊ペプチド医薬品

FIT system

PDPS

ライブラリー化する技術

RAPID display system

高速スクリーニングする技術
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（ Peptide Discovery
Platform System ）

低分子医薬品
PDPSにより
同定された
ヒットペプチド

ＰＤＣ医薬品

創薬開発プラットフォームシステム

PDPS から見い出されたヒットペプチドを

：PDPS の技術体系

基に 3 タイプの創薬開発を推進
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第２部
特許庁における取組

知財活用企業
（意匠）

三菱電機株式会社 （東京都）
三菱電機株式会社は、重電システム、産業メカトロニクス、情報通信システム、電子デバイス、
家庭電器等の製造・販売を行っている企業である。
受賞のポイント
■社 長直下に知的財産部門（知的財産センター）

企業担当者による知財活動の紹介
当社では、開発本部の中に、独立した組織とし

を配置し、知的財産担当役員が統括。知的財

てデザイン研究所があります。当社が扱う製品は

産は事業競争力の重要な要素と位置付け、事

多岐に渡っており、デザイン・意匠を取り入れた製

業戦略、研究開発戦略、知的財産／標準戦

品設計は、デザイン研究所が主体となってデザイン

略の三位一体経営を実施している。また、開発

ドリブンで開発を進めています。このような開発は、

ロードマップ、事業ロードマップに対応し、必要

エレベーターやＦＡ機器、家電製品のみならず、

となる知財活動を３～５年のレンジで時系列に整

半導体や社会インフラシステムに至るまで広く全社

理した知財ロードマップを作成している。

で行われています。

■意 匠権は、デザイン力アピール、他社への牽制、

また、当社では、意匠権の取得目的は、①デ

模倣品対策等への効果が高いとの考えから、

ザイン力のアピール、②他社への牽制、③模倣品

事業・製品を守るために積極的に出願して権利

対策にあると考え、「意匠網の構築」、「特許権

を活用している。2017 年の意匠登録件数及び

や商標権と組み合わせた多面的保護」、「グロー

特許登録件数はともに国内第１位、ハーグ協定

バルな意匠出願」の三本柱を戦略として活動を推

を利用した国際意匠出願件数は世界第 11 位

進しています。意匠網の構築ではバリエーションも

（国内企業としては第１位）である。主力機種

含めた広い権利を取得すべく、コンセプト・製品設

であるエレベーター、ＦＡ機器のシーケンサ、放

計の段階から開発者・デザイナーと知財担当者と

電加工機等は多数の意匠権で保護している。

で出願検討会を開催し、関連意匠や部分意匠等

また、最近では、「路面等に誘導案内や注意

の意匠特有の制度も利用して、多様な意匠出願

喚起表示をライティング技術により投影するデザ

を行っています。

イン」といった新たな意匠の保護にもチャレンジ
している。

保護するため、特許網の構築に併せ、国内外で
の意匠権取得活動を積極的に推進しています。

第９章

■海外でも意匠権等を積極的に権利化し活用して

さらに、製品・技術を機能とデザインの両面から

いる。中国及び欧州で当社ハンドドライヤー製品
とほぼ同一の他社品を発見し、当該製造業者・
販売業者に対して意匠権を行使している。毅然
とした対応を講じることで、顧客の安全を守り、
三菱ブランドやビジネスを保護している。

安全性、操作性、作業性を兼ね備えた

側面開放型のデザインで

シーケンサ MELSEC iQ-R/F シリーズ

子どもも使いやすいハンドドライヤー
特許行政年次報告書2019年版
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人材育成に向けた支援・施策

知財活用企業
（商標）

今治タオル工業組合 （愛媛県）
今治タオル工業組合は、 組合員約 100 社に対してタオル製造業に関する指導・教育・情報又
は資料の収集及び提供・調査研究、 組合員のために行う組合ブランド推進事業、 共同購買事業、
共同金融事業等を行っている組合である。
受賞のポイント

企業担当者による知財活動の紹介

■地 域団体商標の出願に伴い、11（現在は 12）

今治タオル産地が存亡の危機にさらされていた

項目からなる独自の品質基準を 2007 年に策定

2006 年、“ 世界に通用する ” 産地イメージの確立

し、その一つとして、日本タオル検査協会が定

に向けて今治タオルプロジェクトを立ち上げ、同年

めた基準より厳しい、タオル片を水に浮かべて５

8 月には「 今 治タオル」を地 域 団 体 商 標出願。

秒以内に沈み始める「５秒ルール」を制定して

2007 年 2 月に品質保証も兼ねるロゴマークを発表

いる（同協会ルールは 60 秒）。また、商標使

して消費者とコミュニケーションするアイコンを確立

用や違反時の対応を明確化したブランドマニュ

したほか、同年 7 月には地域団体商標が登録され、

アルを 2010 年に策定し、ＨＰ等において公開し

「今治タオル」の定義も厳密化できました。

ている。さらに、ロゴマークを作成して商標登録
し、品質保証マークとして機能させている。

これらをベースに、組合が独自の品質基準（12
項目）やブランドマニュアルに則った徹底的な品質

■ブランディング初期には、ロゴマークの認知度を

管理を行うことで「今治タオル＝高品質」というブ

高めるために、あえて各社の織りネームの縫い

ランドイメージ定着に繋がりました。地域団体商標

付け位置を制限し、ロゴマークを目立つように販

が組合内のまとまりを生み、一致団結してブランド

売して、今治タオルの信用を獲得した。その後は、

価値を高める要素となっており、2018 年 12 月調

各社の織りネームの縫い付け位置制限を緩和

査では今治タオルの全国認知度は 88％にまで向上

し、各社の高い技術のこだわりも注目されて、各

しています。

社のブランド確立を目指している。

一方、認知度の高い商標となったことで中国の

■ブランドイメージを守るため、バーゲン等で割引

第三者による冒認商標出願が 2010 年、2018 年

販売する際には、広告に今治タオルの文字やロ

に発覚しており、海外での商標登録・保護活動に

ゴマークの使用を禁止して、イメージを損なわな

も力を入れています。
また、
タオル選びのアドバイザー

いように工夫している。また、タオルソムリエ資格

である「タオルソムリエ」やタオル製造技能者の最

試験制度、
タオルマイスター認定制度を設け、
「タ

高峰「タオルマイスター」も商標登録を行っており、

オルソムリエ」、「タオルマイスター」との名称を

総合的に商標管理できる体制を敷いています。

商標登録している。これらの制度により、販売
力の強化や、「タオル」の魅力を発信する人材
の確保を進めている。
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独自の品質基準は「5 秒ルール」など

タオル選びのアドバイザー

12 項目に及ぶ

「タオルソムリエ」

特許行政年次報告書2019年版

第２部
特許庁における取組

知財活用ベンチャー

株式会社ＦＬＯＳＦＩＡ（京都府）
株式会社ＦＬＯＳＦ
ＩＡは、 酸化ガリウムパワーデバイスの開発・製造、 独自技術ミストドライによ
る薄膜の製造を行っている企業である。
受賞のポイント

企業担当者による知財活動の紹介

■京 都大学発のベンチャー企業であり、世界を一

当初、大学発のベンチャー企業ということもあっ

変させる日本発の画期的半導体として注目され、

てか大 学の論 文 発 表 等で既に技 術 等が公 知と

低コスト・小型化・高性能を実現し得る酸化ガリ

なってしまっていることもあり、基本特許取得は困

ウム系パワーデバイスと、ミストドライ法（ミストＣ

難に思われたのですが、事業化の検討を進める

ＶＤ成膜法）による成膜ソリューションは、大手

中で自社の工夫でもって事業に不可欠なものが何

企業向けのビジネス展開となることから、事業プ

かできていると考え、この考えを頼りに権利化の検

ランと連携した綿密な知財戦略を構築している。

討を具体的に進め、いまや事業に欠かせない基

■知 的 財 産 部 長に加え、 弁 理 士 試 験 合 格 者、

本特許を中心に国内外で計 100 件近くの特許を

米国出願経験豊富な実務経験者の３名体制

得るに至っています。

で、知財戦略の設計から出願・登録に至るまで

また、内製化につきましては、はじめは手作業で

の全ての業務を内製化して、国内特許事務所

色々と大変ですが、実務ができる人が一人でもい

を活用せずに実施している。また、自社技術に

れば、それほど難しいものではありません。内製化

精通した者が明細書を作成するため、良質な

は、実験データ等を研究者等に頼みやすくなったり

出願書類を効率的に作成できている。基本特

する一方で、特許に関しては逆に色々と頼まれやす

許を含め積極的に権利化しており、株式公開前

くなったりしますが、特許に関する考えや認識の違

に国内外の特許登録件数を 100 件以上にする

い等が共有できたり、ノウハウ等もたまってきたりしま

予定である。

すので、コスト削減だけでなく、業務効率や特許

■パテントマップを作成して事業戦略の検討に利
用している。俯瞰図を作成し、他のベンチャー

出願の質向上等にもメリットがあるように思います。
また、今後につきましては、新たな挑戦として、
標準化等も見据えて、技術（研究開発）と事業

ともに、特許情報を分析し、技術的な相乗効果

とを結びつけてどの時点で何ができるのかを確認し

を生むパートナー候補企業を抽出し、異分野連

ながら、アジャイルに知財活動を進めていきたいと

携に活用している。また、海外市場も視野に入

考えています。

第９章

企業や海外企業の動向を注視しつつ対応すると

れており、欧州、米国、中国、韓国、台湾等
への海外出願をも行った上で、営業活動を実施
しており、国内外から、サンプル提供の依頼、
出資や事業提携の話などが寄せられている。
ミスト

① ミスト状態で原材料を投⼊
② 加熱によりミストが少しずつ気化

原材料

③ 化学反応により⾼品質膜が堆積

⾼配向膜が
可能

ミストドライ法

GaO デバイス
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オープンイノベーション推進企業

ファナック株式会社 （山梨県）
ファナック株式会社は、ＣＮＣシステム、レーザ、 ロボット（ロボットシステムを含む）、 ロボマ
シンの開発・製造・販売・保守サービスを行っている企業である。
受賞のポイント
■異 業種やベンチャー企業と共同研究開発等を
積極的に行い、新規事業の創出を加速する方

企業担当者によるオープンイノベーション、 知
財活動の紹介

針を採用し、全社的にオープンイノベーションを

当社は創業以来、一貫して工場の自動化を追

推進している。オープンイノベーションを推進す

及し、研究開発を企業経営の基本として競争力

る組織とその担当役員を設け、オープンイノベー

のある商品の開発を行って参りました。一方、昨

ションの推進体制を確立するとともに、協業先か

今の IoT や AI 技術を用いた技術革新に対応す

ら役員や担当者を受け入れて、連携を加速させ

るには、革新的な商品開発をよりスピーディに行う

ている。

ことが極めて重要となって参りました。そこで、事

■製 造業向けのオープンなＩ
ｏＴプラットフォームを構

業を協調領域と競争領域に明確に区分けし、協

想し、ベンチャー企業等と共同でそれを開発し

調領域についてはその知見をもったベンチャー企

て、運用を開始しており、現在は 500 社以上の

業や有力企業と連携して研究開発を行う「オープ

企業がパートナーとして参加している。ベンチャー

ンイノベーション」を推進しました。

企業との協業により、ＡＩサーボチューニング技

これにより、製造業向けオープンプラットフォーム

術、ＡＩ熱変位補正技術などのＡＩ制御技術を

である FIELD system を早期に立ち上げ、世の

開発し、従前よりも精度の高い制御を可能とし

中に無い製造現場のＡＩ機能を次々と生み出すこと

た製品を提供している。

ができました。ここで重要なのは、連携する企業と

■他 社との共同出願契約やライセンス契約が増加

必要なリソースを互いに活用し、win-win な関係と

する中、開発した技術に応じ、お互いの利益が

なるエコシステムを構築し、このエコシステムを活

損なわれないよう、相手の立場に十分配慮した

用しながら自社の強みを最大化することです。その

バランスの取れた対応を推進している。また、
「特

ために、当社知財部門では、戦略的な特許出願

許なしの開発はなし」をスローガンに、事業部と

を全社的に実施すると共に、適切な知財契約を他

特許部で特許検討会議を定期的に開催して、

社と締結する支援を行っております。

戦略的な出願を速やかにできる体制を構築し、
確実に権利化を進めている。他社との協業の
成果は、重要案件であるため、知財を確実に
権利化できるように総力を挙げて対応している。

FIELD system とは、製造業での更なる
生産性向上と効率化を目指した、
製造業向けオープンプラットフォーム
（FANUC Intelligent Edge Link & Drive system）
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第２部
特許庁における取組

デザイン経営企業

株式会社良品計画 （東京都）
株式会社良品計画は、「無印良品」を中心とした専門店事業の運営、 商品企画、 開発、 製造、
卸し及び販売を行っている企業である。
受賞のポイント

企業担当者によるデザイン経営の紹介

■自社のコアコンピタンスである商品開発やデザイ

当社は、1980 年の無印良品誕生当時より一貫

ンを検討する商品戦略会議を毎週開催し、経

して「素材」「工程」「包装」 の観点で無駄を

営層（代表取締役２名を含む）が毎回参加し

省いた商品開発をすすめ、世界に向けて発信して

て議論している。また、外部のクリエイターから

まいりました。

なるアドバイザリーボードを無印良品の創生時か

この無印良品の思想を社内に浸透させるため

ら組織し、企業としてのクリエイティブの方向性

に、半期に１度、良品計画の役員たちが全国を回

に提言を与えている。

り、各地の店舗スタッフに向けて「無印良品」に

■企 画、デザイン、開発の全ての工程に、デザイ

ついての講義を行っています。

ナーとマーチャンダイザー、品質管理担当者が

「無印良品」 誕生の背景、誕生から現在まで

一体で参画し、無印良品らしい商品であるかを

の歴史、ものづくりの考え方から最新の活動まで、

常に意識しつつ活動していくことで、最適な素材

多岐にわたる講義の後、相互にコミュニケーション

と製法、形や機能を模索しながら、「素」を旨

が取れる場を設けて、参加したスタッフが納得する

とするデザインを追求している。本質的な機能

まで質問を受けています。

があって、デザインに優れ、価格合理性があれ

それにより、店舗で働くアルバイトスタッフまでもが

ば、世界で売れるとの考えのもと、海外でも店

無印良品の思想を理解し、なぜこの商品が生れて

舗を順調に増やしており、世界で愛されるブラン

きたのか、なぜこのサービスを行っているのかを自

ドに成長している。

身の言葉でお客様に伝えることができるようになるこ

■ノーブランドを意味する無印というブランドを保護

とを期待しています。

するため、全世界において「無印良品」を中心
に様々な商標を出願・登録・管理し、個々の商
品の意匠権の取得を進め、知的財産権の行使
第９章

を可能にしている。海外における冒認出願や模
倣品に対しては、訴訟も含め徹底した対抗策を
とっており、模倣品対策のため、ＪＥＴＲＯや各国
の知財関係機関、
中国ＥＣサイトとも連携している。

無印良品

主な商品（意匠権登録済）

無印良品

誕生時の 40 品目（1980 年）
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②特許庁長官表彰

知財活用企業（特許）

サトーホールディングス株式会社 （東京都）
サトーグループは、自動認識ソリューション商品の企画・開発、設計、製造、販売、保守等を行っ
ている企業グループであり、 サトーホールディングス株式会社は、グループ経営戦略の策定・経
営管理を行っている純粋持株会社である。
受賞のポイント
■業 務のデジタル化が進む様々な産業において、

企業担当者による知財活動の紹介
「知的財産中期事業計画」の下、具体的な施

データ入力・収集の手段となるバーコードやＩＣタ

策に落とし込み、毎年 50 ～ 70 もの課題を設定し、

グを発行するプリンタを製造。多数の特許で独

知的財産室のメンバー全員で課題解決に取組ん

自技術を保護し、世界トップレベルのシェアを確

でいます。それにより、事業活動への貢献感を得

保している。特許は創業者の時代から強く意識

られるようにし、メンバーのやる気を引き出すと同時

しており、創業者の教えをまとめた「サトーの教

に大きな成果を上げることができました。

育書」 の「特許編」 では、知財の基本的事

「お客様の課題を解決する技術こそ、事業に直

項や知財事案をわかりやすく整理しており、その

接貢献するものである」との考えから、戦略特許

他の知財情報とともに社員に共有し、特許に関

網ごとに「顧客価値軸」を設定して発明発掘を行

する活動の奨励に活用している。

い、
お客様価値につながる特許取得を進めた結果、

■知 財部門は社長直轄で、経営会議への審議
の上程とは別に、社長に対して知財に関する月

特許実施率が大幅に向上し、筋肉質で競争力の
ある知財ポートフォリオに変化してきています。

例報告会を実施しており、その中で知財の重要

一方、海外事業の拡大に対応して外国での権

事項について方針を決めることも多い。５年前か

利化活動を強化するなか、特許担当者は、各国

ら知財マネジメントの近代化を推し進めており、

の審査状況を踏まえながら整合性をとり、最適な

「知的財産長期基本戦略」をまず定め、中期

対応を検討することで、各国で均質で広くて強い

経営計画の達成に貢献するための「知的財産

権利を確保する取組みを行っています。

中期事業計画」を策定している。また、毎年「知

これらを支えるのは、権利化手続のフェーズ毎

的財産報告書」を和文と英文で作成し、国内

に関係者が集まる検討会です。多様な意見を取り

外の社員と共有した上で、知財活動をレビュー

入れ、真に事業貢献する特許の創出につなげてお

している。

り、また、本質を捉えて様々な選択肢の中から最

■知 的財産室長、パテントポートフォリオマネジャー、
担当者ほか、必要なメンバーが集まり、最低週

適と考える打ち手を徹底して討議することが、人
財育成の場となっています。

２回、年 100 回以上の知財に関する検討会を
開催している。また、お客さま価値につながる
特許の取得を念頭に権利化業務を推進した結
果、特許の実施率が４年間で 30％向上した。

主力商品のユニバーサルプリンタ
「スキャントロニクス CL4/6NX-J シリーズ」
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2000 年より毎年、発明表彰式を盛大に開催し、
知財活動を奨励している

第２部
特許庁における取組

知財活用企業（意匠）

貝印株式会社 （東京都）
貝印株式会社は、カミソリ、 包丁に代表される刃物、キッチンウェア、ビューティーケア用品、
医療用刃物、 業務用刃物を製造販売する総合刃物メーカーである。
受賞のポイント

企業担当者による知財活動の紹介

■シンプルなデザインの中の特徴的部分やアイコン

①ＩＰランドスケープを使いこなし先見力を発揮する

的デザインを保護するため、デザイナーの創作

企業へ

の意図を汲みつつ効果的に保護することが可能

全社中期経営方針に知的財産戦略を組込んで

な部分意匠制度を積極的に活用している。多

おり、とりわけ、ＩＰランドスケープ手法の実践を重

数の意匠で保護している使い捨てカミソリでは、

視しております。商品企画や事業開始 「前」 の

国内シェア約４割を占め、シェアトップである。ま

段階から知的財産部が入り込み、自社の進むべき

た、世界初の３枚刃カミソリを開発したメーカーと

道を指し示す “ 水先案内人 ” 機能を発揮すること

して海外からも広く認知されており、「関孫六」・

で、知財起点で新商品、新事業を生み出す事を

「旬」ブランドなどの包丁は、国内外から高く評

目指しています。

価されている。
■中 期経営方針の中で「顧客志向の高付加価

その定着のため経営会議メンバー・関係部署へ
「ＩＰランドスケープ通信」の定期発信を開始、「ＩＰ

値な商品・サービスを実現するための知財強化」

ランドスケープ」を社内の共通言語とし全社的に

が全社方針の一つとして掲載されており、当該

使いこなせるよう進めております。

方針の策定には、知的財産情報分析も活用し

②企 業競争力に直結するデザイン活用へ

ている。また、副社長が本部長を務める経営戦

「デザイン＝意匠」という既成概念ではなく、知

略本部内に知的財産部を設置し、副社長と執

財ミックスを強く意識し、コモディティー化傾向にあ

行役員知的財産部長とで知財に関する報・連・

る弊社技術・商品分野の高付加価値化を目指し

相を毎週実施している。

ています。商品開発基準を ｢D・U・P・S（Design・
Unique・Patent・Story/Safety）｣ と設定するな

で侵 害を明らかにできる意 匠の出願に力を入

どデザインを重視しており、機能美を追求したプロ

れ、権利を長期間維持して、模倣品による被

ダクトデザインを行うことを含め、中期経営方針で

害防止に取り組んでいる。さらに、各国の有名

ある「顧客志向の高付加価値な商品・サービス

シェフとコラボした高級包丁や調理ツールを欧米

の実現」に一層取り組んで参ります。

第９章

■税 関における取り締まり効果を見越して、見た目

含め広く展開しており、コラボレーションビジネス
を守るため、当該国にて意匠・特許等で知財
網を構築している。

Michel BRAS（ミシェル・ブラス）
Xfit（クロスフィット）

仏ミシュラン三ツ星獲得実績のあるシェフ

肌に合わせて自由に動く、世界初独自の 3D 首振り

Michel Bras 氏のレストランや食材等のブランド

ヘッドを搭載した 5 枚刃使い捨てカミソリ

「Michel BRAS」とコラボした高級包丁
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知財活用企業（商標）

ライオン株式会社 （東京都）
ライオン株式会社は、 ハミガキ、 ハブラシ、 石けん、 洗剤、 ヘアケア ･ スキンケア製品、クッ
キング用品、 薬品等の製造販売、 海外現地会社への輸出を行っている企業である。
受賞のポイント

企業担当者による知財活動の紹介

■コーポレートブランドの「ＬＩＯＮ」、キャラクターの

「ＬＩＯＮ」は一般的な名詞であるため、国内外

ライオンちゃん立体商標、各プロダクトブランド及

に複数の商標権者が存在します。事業部門に対

び国内最多８件の音商標など様々な商標を登録

しては「ＬＩＯＮ」が表示できない分野があることを

し、お客様との共感・信頼・親近感を蓄積、醸

折に触れ伝えて注意を促す一方、知的財産部で

成させている。また、自社コンセプトの独自性を

は新規事業分野へ安心して参入できるよう先行的

確保して競合の同質化を防ぐべく、キーメッセー

な商標使用権の確保に努めています。

ジ（例：オーラルケア製品 「口臭科学」）を商

お客様の記憶に残るブランディング活動を支える

標登録するなど、製品企画の初期段階より商標

べく音商標の獲得に挑戦しました。その結果、現

を戦略的に活用している。これらで保護した歯

時点で国内最多の登録数を確保しております。商

磨き、歯ブラシ、ハンドソープは、国内トップシェ

品ＣＭで使用しているサウンドロゴから選定して出

アである。

願し、その際サウンドロゴ製作者より楽譜と音声ファ

■海 外売り上げを伸ばす経営戦略と連動し、「ＬＩ

イルの提供を受けましたが、収録の現場でアレンジ

ＯＮ」 商標を広く海外に出願している。一般的

がなされていた場合もあり、音声ファイルから改め

な動物の名前であるため、既権利者の存在な

て楽譜を作成しなければならないこともありました。

ど権利取得が困難な場合も多いが、現在は「Ｌ

従業員の知財意識醸成 ･ 強化のため、職務発

ＩＯＮ」を世界 88 ヶ国で出願・登録している。

明規程に基づく特許表彰だけではなく、幅広い知

また、各種商標権に基づいた海外での模倣品

財活動、具体的には商標権の確保や模倣品対策

排除活動を推進しており、泡ハンドソープやボディ

も含めた事業貢献を表彰する独自制度（知財貢

ソープなどの模倣品や代理店詐称の差止に成

献賞）を設けております。受賞対象者には研究員

功している。

以外に、事業部 ･ スタッフ部門、国内外の関係

■経 営戦略・事業戦略・研究戦略と連携した知
財戦略を策定。知財担当役員を委員長とする

会社従業員も含め、全社での知財活動を目指して
います。

知財委員会を年２回開催して、経営企画・事業・
研究・生産の代表者と戦略推進を徹底させて
いる。また、経営直下の本社スタッフとして知的
財産部を組織化し、法務・コンプライアンス部門
と協働して事業企画・研究開発部門を支援して
いる。
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「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ」と

コーポレートロゴと

「キレイキレイ」音商標（第 5842092 号）

コーポレートキャラクター「ライオンちゃん」
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デザイン経営企業

株式会社スノーピーク（新潟県）
株式会社スノーピークは、 アウトドア製品の開発・製造・販売・レンタル、 アパレル製品の開発・
販売、 イベント企画、 地方創生コンサルティング、グランピング、キャンプ場経営等を行っている
企業である。
企業担当者による知財活動の紹介

受賞のポイント

スノーピークはアウトドア用品メーカーでありなが

■社 長を始め開発メンバーもユーザーとの交流を

ら、実態は「デザイン会社」であるということを経

重視しており、ユーザーと一緒にキャンプをする

営の根幹に据えています。製品は機能性、耐久

イベントであるスノーピークウェイなどを通じて、

性に加え、製品を置いたその場所をも美しく見せる

ユーザーの要望を充分に把握しつつ、担当者

高いデザイン性を追求しています。

が自らもユーザーの立場で自分が欲しい製品・

デザインはすべて社内にて行っており、新潟県

サービスを開発・デザインしている。担当者の想

三条市の雄大な自然の中に構える本社、常に自然

いがいき過ぎてしまわないように、担当者はユー

に触れる環境の中で、新たなデザインを生み出し

ザーの要望を十分に考慮しており、製品候補の

ています。製品の製造においては、高い金属加

抽出や製品開発の最終判断は社長が実施する

工技術を誇る新潟、燕三条地域の事業者のデザ

ようにしている。

インプラットフォームになることで、地域の技術力を

■企 画段階からデザイン段階、製造ラインにのせ

国内外に発信しています。

るまでの全てのプロセスを１人の担当者が一貫し

また、小売りにおいては、店舗、イベント、ＳＮＳ

て担当して、製品化を進めている。また、社内

など、リアルとデジタルを融合した顧客とのコミュニ

のトップクリエーターが、マネジメントコースではな

ケーションをデザインすることでコミュニティブランドと

く、デザインに集中できる環境を整えるために人

して多くのお客様にご支持いただけるようになりまし

事制度等の見直しを実施して、優れた商品を

た。

生み出しやすい体制を構築している。デザイン

こうした強みを活かし、近年では、地域がもつ

と機能を兼ね備えた同社製品は、スノーピーカー

魅力を磨き上げて発信する「地方創生」、住宅や

と呼ばれる熱狂的なファンが多く、多額の製品

オフィスなど普段の生活や職場にアウトドアの要素

購入実績がある会員が多数存在している。

を取り入れる「アーバンアウトドア」
「ビジネスソリュー
ション」 等、新たな市場創造にも取り組んでいます。

レートロゴを網羅的に権利化しており、今後の海

今後もデザインを経営の中核に据え、新たな価値

外展開に先んじて、海外での権利も取得してい

創造に邁進してまいります。

第９章

■ブランディングの一環として、製品名称やコーポ

る。また、中国で冒認 商 標 への対 策のため、
異議申立てをしたり、コピー製品に対しては厳正
に対処するなど、権利を活用してブランドを保護
している。

「スノーピーク」ロゴ

ユーザーの声から生まれた
スノーピーク初のシェルター
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Column 16

ソニーと盛田氏からアップルとジョブズ氏に
受け継がれた新技術と知財権保護の共存
歴史の偶然であったのか、必然であったのかは判然としないが、
振り返れば、
「あの時に未来への道筋が決まった」と確信できる出来事がある。
アメリカでソニーが訴えられ、提訴から最高裁判決まで8年がかりとなった
大訴訟「ベータマックス訴訟」は、デジタル時代の新技術開発と
知的財産権の一つである著作権保護のあり方、
両者が共存する未来への道筋を問うものだった。

「刑事コロンボと刑事コジャックの
両方を見られます」

のシャインバーグ社長は、烈火の如く怒ったと
いう。理由は二つあった。「そもそも著作物を

ソニーが1975年に発売したベータ方式の

録画複製するのは著作権の侵害であり、ベータ

VTR１号機、通称「ベータマックス」は、家

マックスが売れたら、（自社で開発中の）ビデ

庭用ビデオテープレコーダー（VTR）の市場

オ動画ディスクの市場が破壊されてしまう」と。

を拡大する立役者となった。オープンリール式

ユニバーサルスタジオは76年11月、呼び掛

のビデオテープがカセット化され、またたく間

けに賛同したウォルト・ディズニー・プロダク

に大ヒット。のちに訴訟で原告と被告になる映

ションと共に、ソニー本社とソニー・アメリカ

画関係者とソニー社員たちさえ、発売当時は、

を著作権侵害でカリフォルニア州中央地区連邦

テレビ番組を録画することが著作権に絡む訴訟

地裁に提訴した。その主張は、次の通りである。

にまでなるとは考えてはいなかった。しかし、

「映画は制作者の著作物であり、著作権は複製

大ヒット商品になったがゆえに、利害関係者た

の独占権を伴い、勝手にテレビ映画を複製でき

ちは新技術の持つ「脅威」に気づかされること

るようにする家庭用 VTR は複製権の独占の侵害、

になる。

つまり著作権を侵害している。VTR を使用し

ベータマックスのアメリカでの発売から1年
後の76年9月頃。ある広告代理店がソニーに、
多くのテレビ番組を制作していたユニバーサル
映画（当時の親会社は MCA）と連動した広告
を打とうと提案した。広告案のラフスケッチの
コピーは、「『コロンボ』を見ているから『コジ

た個人はもちろん、それを製造・販売するソニ
ーも侵害行為に加担している」

盛田氏が考案した造語
「タイムシフト」の概念
当時、ソニー・アメリカの社長を兼務してい

ャック』を見逃す、ということはなくなります。

た盛田昭夫＊1・ソニー会長は、提訴に対して徹

その逆もありません。ベータマックス――ソニ

底抗戦を決断する。「ソニーはテクノロジーの

ーの製品です」。『刑事コロンボ』と『刑事コジ

進歩によって新しい市場を創り、ライフスタイ

ャック』は、共にユニバーサル映画が制作して

ルを変え、新しいカルチャーを生み出した。そ

いた人気テレビ番組だった。

のテクノロジーの進歩が、古びた法律によって

＊1 ソニーの前身である東京通信工業を井深大と共に設立した共同創業者。
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楽しむのはフェアユースであり、著作権保護が

世に存在できない。この訴訟は、科学技術とい

新技術の開発を阻害することがあってはならな

うシビリゼーション（文明）に対する挑戦であ

いという技術促進の立場を示した。以後、最高

る」と檄を飛ばしたという。

裁判決は、
「大憲章（マグナカルタ）
」とまで呼

ソニーの主張は、
「（VTR 録画は）一般公衆

ばれるほどの重みを持ち、新技術による著作物

に無料で放送されている番組を、都合が悪くて

の複製は、私的利用を前提に容認されるものと

見られない場合にビデオに録画して後で見てい

されていく。

るだけの『タイムシフト』
（時間に拘束されず

そもそもソニーは、アメリカの関連法に新技

にテレビ番組を見られる）
」であり、それはア

術に対する明確な記述がないことが、問題の本

メリカ著作権法における著作権侵害の例外規定

質であると考えていた。アメリカの著作権法に

（公正利用）
』に該

は、日本の「個人の楽しみのための複製は著作

とされる『フェアユース

＊2

当する」というものだった。
1審は、タイムシフト論を全面的に認めてソ

特許庁における取組

阻害されるようなことがあれば、ソニーはこの

権侵害にあたらない」というような私的利用の
規定がなかったのである。

ニー勝訴の判決を下した。ところが2審は、9

盛田氏は、タイムシフトという考え方に賛同

人の裁判官の全員一致でソニー敗訴となる。「常

するメーカーや消費者などと連携して組織化し、

識的に言えば、テレビ番組にはすべて著作者が

これを母体に議員へのロビー活動に力を注ぐ一

いる。したがって録画を行うビデオは本質的に

方、マスメディアでの公開討論やスピーチにも

著作権を侵害しており、フェアユースの範囲を

積極的に応じてアメリカ国民へメッセージを送

拡大するのは法の枠組みを破壊するものである」
という判決理由を多くの新聞が「けしからん判
決」と伝えた。なかには、テレビの前でビデオ
を見ている人にミッキーマウスが手錠をかけに
来る漫画を掲載した新聞もあった。
そして84年1月17日、最高裁はソニー勝訴
の判決を下す。82年の上告申請から判決まで
2年もの時間を要し、9人の裁判官の判断は5
第９章

対4の僅差。それほど新技術と著作権保護は、
対立するテーマとしてとらえられ、解を見出す
のが難しい問題であったのだ。

「大憲章（マグナカルタ）」と
呼ばれたベータマックス判決
「ソニーは、著作物の無料放送に許諾を与え
る著作権者の大多数は、視聴者が私的な範囲で
放送をタイムシフトすることに対して異議を申
し立てない可能性が高いことを立証した」とい
う最高裁判決は、新技術によってコンテンツを

1960年設立のソニー・アメリカで社長を務めた盛田氏が「法
律的なことを抜きにはアメリカでビジネスはできない」と言
うほど米国法独自のローカルルールに悩まされた。1970年
代のベータマックス訴訟の後、80年代には、「不公正税制」
を撤廃すべく、日本企業の活動への理解を求めて、全米各州
で「草の根（グラスルーツ）PR キャンペーン」を展開。現
地スタッフを指揮して自ら精力的に動き、活路を開いた。

＊2 アメリカ著作権法では第107条の規定（使用目的・性格、著作物の性質、著作物全体における使用部分の量・実質性、著作
物の潜在的市場・価値に対する使用の影響）により、公正な利用かどうかを裁判により決める（特許庁 HP）
。
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り続けた。さらに一流の全国紙に「What time

に正当性の論拠としたのが「ソニー判決ルール

is it now?」という見出しを掲げたタイムシフ

＝大憲章」だった。ソニーの「時間のシフト」

トを訴える意見広告を掲載した。

がフェアユースと認められるのであれば、自分

創業時の会社設立趣意書で、
「会社設立の目的」
の第一条に「自由闊達にして愉快なる理想工場

たちがやっている「楽曲の存在する場所のシフ
ト」も同様である、というわけだ。

の建設」を掲げたソニーには、知的財産権が持

しかし両社とも敗訴してサービス停止に追い

つ価値を尊重し、それを経営に組み込む DNA

込まれた。特に最高裁まで争ったグロックスタ

が受け継がれていた。
「ソニーでは、事業と開

ー訴訟で最高裁が示した判決が注目される。「ソ

発と知財はまさに三位一体である」との証言も

ニー判決のルール＝大憲章」は適用されず、
「違

多い。

法行為を誘発する意図があったこと」が判断の

そんなソニーにあって盛田氏は、ユニバーサ

論拠になった。

ルの著作権侵害の主張を排斥するのではなく、

「グロックスターは、著作権に接触するファイ

新技術との両立を模索していた。裁判に負けれ

ルをキーワードで排除するソフトを開発しよう

ば膨大な賠償金が発生し、ソニーというブラン

としたことはなく、配布したソフトウェアによ

ド（これも重要な知的財産権）が毀損する。裁

る著作権侵害行為を減少させる仕組みの開発も

判で戦いつつも、法整備が新技術に追いついて

試みていない。これはユーザーの著作権侵害の

いない現実をなんとか改めようとしたのがベー

意図的な促進である」と断じた。

タマックス訴訟の“真意”だったのではないか。

ナップスター事件と
グロックスター事件の教訓
新技術と私的利用の折り合いをつけた「大憲
章」だったが、デジタル技術の高機能化が進め
ば進むほど“限界”が明らかになってくる。

違法行為の誘発という概念が示されたことで
「大
P2P ＊3によるファイル共有は難しくなり、
憲章」時代が転機を迎えることとなる。

ジョブズ氏が結実させた
新技術と知財権保護の共存モデル
レコード業界は、ナップスターとグロックス

詳細は割愛するが、90年代後半から2000

ターの両訴訟で勝訴した＊4が、一方で両社に勝

年代初頭にかけて、楽曲や映像をデジタル化し

るとも劣らない「合法的な配信システム」の構

てデータ圧縮したうえで、ネットを通じてやり

築が急務であることもすでに認識していた。そ

取りできる技術が相次いで登場した。ナップス

こにチャンスを見出したのがアップルの

ターは、ユーザーがデジタル圧縮してパソコン

「iTunes Store」だった。

に保管している楽曲のリストをネットで検索で

2001年に携帯音楽プレイヤー「iPod」を発

き、ユーザー同士で楽曲をコピーできる無料交

売して成功を納めていたアップル（スティーブ・

換の場を提供した。グロックスターも、ナップ

ジョブズ氏）は、レコード業界に、購入前の試

スターとは異なる技術で無料交換を可能にした。

聴やアルバム単位ではなく1曲ごとのアラカル

デジタルデータは何度複製しても音質や画質

ト販売などさまざま提案を持ちかける。レコー

の劣化はない。これを放置すればコンテンツ業

ド業界は当初、提案に腰が退けていたが、ジョ

界は壊滅的な打撃を受ける。両社は、全米レコ

ブズ氏の「iTunes Store はまず Mac のみで展

ード協会や MGM から提訴されるが、そのとき

開する。Mac のパソコン市場でのシェアは3%

＊3 ネットでサーバーなどを介さずに、ユーザー同士の PC が直接つながること。
＊4 ナップスターは1999年に提訴され、2001年に敗訴。グロックスターは2003年に提訴され、サービス中止に同意した。
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●ストリーミングが牽引する世界の音楽市場（2001年 -2018年）
（十億ドル）
25

■ストリーミング ■デジタル
（ダウンロード含む） ■︎ CDなど
■パフォーマンス・ライツ
（楽曲使用料） ■シンクロナイゼーション
（楽曲使用で発生する売上）

20
15
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5
0
売上規模

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018（年）

23.9

22.4

20.8

20.8

20.2

19.6

18.4

17.1

16.0

15.1

15.0

15.1

14.8

14.3

14.8

16.2

17.4

19.1

出所：IFPI
（国際レコード連盟）
「Global Music Report 2019」

ほどで、失敗しても取り返しはきく」という説

ジタル・トランスフォーメーション」（DX）で

得を受け入れ、iTunes Store への協力を決断

ある。半導体から始まったデジタルの歴史は、

す る。iTunes Store は2003年4月28日 に サ

CD やビデオに複製防止の技術が取り入れられ

ービスが開始された。

るようになったように、やっと新技術と知的財

その結果は、サービス開始１週間で100万

産権保護の対立軸から「共存の軸」へと移行し

曲ダウンロード。以後、スマホの登場もあり、

よ う と し て い る。実 際、GAFA（Google、

音楽配信サービスは当たり前のものとして定着

Apple、Facebook、Amazon）な ど グ ロ ー

した。現在は、定額制による聴き放題にまでサ

バル企業戦略は DX が前提であるし、DX を実

ービスは“拡充”した（上のグラフ参照）。

現するスタートアップも増えている。
音楽の有料ネット配信という新たなビジネス

法ダウンロードサイト」と批判されたが、楽曲

モデルを構築したジョブズ氏が、「アップルは

の有料販売や、映画などの違法投稿を監視する

コンピュータ業界のソニーになることをめざし

仕組みを備えることで、プロモーションサイト

ている」と畏敬の念を抱いているのを語ったの

として活用されるビジネスモデルを確立した。

は99年の新製品発表会でのことだ。そのジョ

革新的な新技術は、古い既成の市場に衝撃を

ブズ氏がのちに、盛田氏が提起した新技術と知

もたらし、著作権者に壊滅的なダメージを与え

的財産権保護の課題に一つの解を示したのは、

るものと考えられていた。しかし、それを理由

歴史の偶然であったのだろうか、必然であった

に新技術の開発を阻害してはならない。ベータ

のだろうか。

マックス訴訟でソニーと盛田氏が挑み、最高裁
が示そうとしたのは新技術に呼応できる社会の
あり方だった。
それから30年を経ていま進むのは、新技術
を積極的に取り入れ、活用することで著作権を
保護し、ビジネスとしても持続性を確保する「デ

第９章

動画投稿サイトの「YouTube」も当初は「違

（構成・文／船木春仁）

※このコラムで紹介しているエピソードや判決文などは、
以下の資料を参考にしています。
ソニーHP「Sony History」
文部科学省審議会資料「ベータマックス事件の概要」
森健二『ソニー 盛田昭夫“時代の才能”を本気にさ
せたリーダー』ダイヤモンド社、2016年
三浦基・小林憲一「フェアユースをめぐる20年」『放
送研究と調査』NHK 放送文化研究所、2005年11月号
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