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Ⅰ. 調査の概要
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調査研究の背景（2007年度発行「知財戦略事例集」のアップデート）
• 本調査は、2007年度の「知財戦略事例集」のアップデート版を策定することが目的の一つである

• 同事例集は、国内外の150社（中小企業も含む）に対しヒアリングを行い、計565件の事例（うち約100件は失敗事
例）を掲載（社名記載は無し）
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第1章 はじめに
第2章 戦略的な知的財産管理に向けて（概論）
第3章 持続的成長に資する発明の戦略的創造
【1】研究開発の開始前の知的財産部門の貢献
【2】研究開発中における優れた研究開発成果の創出への知的財産部門の貢献
【3】研究開発の継続・拡大
第4章 創造された発明の戦略的保護
【1】創造された発明の発掘・提案
【2】発明の評価
【3】発明管理ルート
【4】海外特許出願について
【5】権利化までの管理
第5章 特許の戦略的活用
【1】特許による事業の維持・拡大への貢献
【2】特許による収入獲得
【3】新規事業・新商品戦略への知的財産部門の貢献
【4】海外特許の活用のための取組
【5】権利の維持と放棄
第6章 特許群（発明群）の戦略的管理
【1】群管理に向けて
【2】群管理手法（レベル別）
【3】群管理による新たな展開（真の知的財産戦略の探求）
【4】各社に最適な群管理（ポートフォリオ管理）のために
第7章 戦略的発明管理に資する体制・環境
【1】組織体制
【2】標準化戦略との連携
【3】人材の育成・確保
【4】報奨・表彰制度









（参考）有識者委員会の開催結果および議題
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日時 開催回 議題 開催時までの先行タスク

9月4日
15:00～17:00

第１回

• 趣旨説明
• 調査テーマに関する議論
• 国内外公開情報の事前調査の報告
• 委員による課題・問題意識の報告

• 公開情報調査・プレヒアリング
に基づく調査仮説検討

• 公開情報調査（企業選定・企業
内諾確保）

• プレヒアリング9月12日
10:00～12:00

第２回
• 調査仮説等
• ヒアリング先の検討
• ヒアリング項目の検討

11月13日
13:00～15:00

第３回
• ヒアリング結果の中間報告（日本・欧州） • 国内ヒアリング調査(中間)

• 海外ヒアリング調査(中間)

1月17日
13:00～15:00

第４回
• ヒアリング結果の報告（日本・米国・アジア圏全体）
• 事例集骨子及び報告書骨子の作成

• 国内ヒアリング調査
• 海外ヒアリング調査

2月22日
10:00～12:00

第５回
• 事例集案及び報告書案の検討
• 調査研究結果の総括
• 調査研究のプロモーション（イベント開催）等について

• 事例集案作成

主に欧州調査との比較の観点から仮説を議論

主に事例集・報告書作成の観点から議論



Ⅱ．公開文献調査
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1.1. 産業構造の変化：サービス分野への移行

15

• グローバルで「製造分野」から「サービス分野」への企業活動が移行し、いわゆる「製造業の
サービス化」が大幅に進んでいる。

• サービス分野に移行した製造業企業（欧米を中心としたグローバル企業）おいては、ビジネスモ
デルが変化し、「プロダクト」から「サービス」へと収益基盤（付加価値）が転換している。※

• 他方、日本企業においては、プロダクトイノベーションを中心とした戦略に留まる企業が多いと
いう指摘があり、新たな環境変化に対応した付加価値獲得の必要性が高まっている。※ 

※経済産業省 2018年版ものづくり白書「概要」内、「今次ものづくり白書の構成」より（ http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180529001/20180529001-1.pdf ）

米国におけるサービス分野への産業移行（％＝対GDP比）





1.3. サービス中心のビジネスモデルと知財戦略
• サービスビジネスにおけるバリューチェーンにおいては、「製品」そのものの価値（技術力等）

に加え、幅広い視点から顧客が得る「体験」全体をデザインすることが求められる。
• また、ビジネスモデルとしても、顧客の体験全体で付加価値を与え収益を得る形が考えられる。
• その中で、知財戦略は、「製品を大量に売るために独占」することに限らず、「サービスをたく

さん使って頂くために利活用」する方法論の重要性が高まり、サービス上の付加価値（≒顧客価
値）デザイン、イン／アウト双方のオープンイノベーションが戦略の軸となることが考えられる。

17

H. Chesbroughによる
オープン・サービスのバリューチェーン※1

サービス中心のビジネスモデルにおける
知財活動の例（弊社理解）

• サービス中心のビジネスモデルにおいては、知財は
「製品を大量に売るために独占」することに限らず、
「サービスをたくさん使って頂くために利活用」す
る方法論も必要になる可能性が高い。

• 顧客との共創のために、自社のコンピタンスを社外
で生かすアウトバウンド型オープンイノベーション
や、データの好循環による顧客の巻き込みが不可欠。

• その他、業種により、以下が見込まれる。
• 単一製品に加え「ソリューション」の展開が

重視されるため、価値のデザイン、特許・意
匠・商標を駆使した知財戦略が重要になる。

• 外部からの組織能力・資源を獲得するインバ
ウンド型のオープンイノベーションが必須化。

※1 図出所：「オープン・サービス・イノベーション」ヘンリー・チェスブロー（著）、博報堂大学（監訳・監修）、2012/10/19



2. 企業のイノベーション戦略等の拡大
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• PwCが実施したInnovation Benchmark調査（グローバルの1222名のイノベーション関係部署の人材
への調査結果）に基づくと、半数以上の企業が、「オープンイノベーション」「デザイン思考」
「顧客、パートナー、サプライヤーとの共同開発」といったオペレーションモデルを採用。

• 従来型のR&D（自前主義）以上に、幅広い戦略へのイノベーション創出が拡大している。

（出所）PwC Innovation Benchmark「イノベーションの再創造」戦略から実行までの指針となる５つの知見
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2018/assets/pdf/reinventing-innovation1802.pdf

イノベーションを推進するにあたり、
企業で活用しているオペレーションのモデル



2.1.1 オープンイノベーションの深化
• 昨今の企業の「オープンイノベーション」においては、H.Chesbroughが示したオープンイノベー

ションの方法論である、「顧客との共創」「スピンオフベンチャー／CVCによる投資」「オープ
ンソース化・知財開放」「標準化活動」等の幅広い活動が含まれる。

• 我が国企業においても、9割弱の企業が「技術シーズの探索・獲得」に関するオープンイノベー
ションに取り組んでおり、その他の目的への活動も加速している。
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図の出所：Dahlander and Gann, 2010, How open in innovation?” Research Policy, 39
Chesbrough and Brunswicker, 2013, ”Managing Open Innovation in large firms ” Suevey Report, Fraunhofer IAO

オープンイノベーションにおける方法論の全体像

（出所）日本型オープンイノベーションの研究（21世紀政策研究所）第３章 「日本型
オープンイノベーションに関する アンケート調査」による分析 蟹 雅代氏
http://www 21ppi org/pdf/thesis/150702 pdf

日本企業のオープンイノベーション活動の状況



2.1.2 オープン&クローズ戦略（「競争」と「協調」）
• 競争領域・協調領域を設計しビジネス拡大を目指すオープン＆クローズ戦略が提起されている。
• この戦略の前提としては、経営戦略として、各社がバリュープロポジションやその中での知財権

のポジションを明確化し、その導入を図っていくことも求められている。

20

オープン&クローズ戦略

図の出所 「オープンビジネスモデル~知財競争時代のイノベーション (Harvard Business School Press) 」
ヘンリー・チェスブロウ (著), Henry Chesbrough (著), 諏訪 暁彦 (解説), 栗原 潔 (翻訳) 2007/11/20

オープン・ビジネスモデル下の知財（オフィスプリンタの例）

図の出所 「オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件（小川紘一）」

要素技術

コント
ローラー

プリント・
ヘッド

レーザー

センサー

機器

製造

統合

導入

準備作業

組み立て

テスト

接続性

消耗品

インク

用紙

業務運営

プログラ
ミング

モニタ
リング

品質管理

スケジュー
リング

保守
サービス

診断

テスト

手続き

部品

強力な知的財産権のポジション（権利行使の可能性あり）

知的財産権のリスク：高

知的財産権のリスク：中

知的財産権のリスク：低



2.2. デザイン経営の拡大
• 「製品からサービス」との潮流にあわせて、革新的な技術の開発に加えて、社会（顧客）のニー

ズを利用者視点で見極め、新しい価値に結び付ける「デザイン（市場ニーズを適切に捉え、必要
な製品・体験を考案する能力）」の重要性が高まることが指摘されている。

• 直近では、製品・サービス・事業が顧客起点で考えられているかどうか、⼜はブランド形成に資
するものであるか判断し、 必要な業務プロセスの変更を具体的に構想するスキルを持つ「デザイ
ン責任者（Chief Design Officer、Chief Experience Officer等）」の設置も拡大している。※

21※本文及び図の出展：経済産業省・特許庁「産業競争力とデザインを考える研究会」報告書（2018/5/23）

「発明とイノベーションをつなぐデザイン」のイメージ 「デザイン経営」の定義



3. グローバル化における知財マネジメント
• グローバル化・中国等の新興国成長による知財活動の変化は、創造（リバースイノベーション

等）・保護（権利化国選定、模倣品対策等）・活用の各フェーズに課題があるが、特に知財戦略
のレイヤーにおいては、知財のサプライチェーンの多国籍化を意識した高度な知財マネジメント
の必要性の高まりがあると考えられる。
• また、データの移転、移転価格税制への対応等、無形資産の取扱は複雑化している。

• これらの幅広い国の法制度や地政学的リスク等の理解して行動をする点、インテリジェンス機能
を有することが企業等に求められている。

22出所：「新興国の知財戦略と日本企業の課題―知財マネジメントの観点から（渡部俊也 東京大学教授、2014 2.24）」資料を基にPwCが追記・作成

製品・サービスの多国籍化の中での知財マネジメント（例）

製造拠点
＜ノウハウの発生＞

サービス拠点
＜データ等の発生＞

研究開発拠点
＜知財権の発生＞

日本本社

特許等のライセンス 委託研究契約

商標等の
ライセンス

• 複数国をまたがる際の、制度的調和（データの
移転等）や移転価格税制等への対応

• 地政学的リスク等への発生

データ等の
移転

• 多国籍にまたがる知財権の生成や移転のマネジメント
• 複数国の制度・リスク等に関するインテリジェンス機能













（参考）2007年度発行事例集：「経営における知財戦略」の姿
• 2007年度発行事例集においては、「知財戦略による技術経営力の向上」が表題に示され、いわゆる

事業・技術・知財の三位一体の経営戦略が重視。
• これは、知的財産推進計画、2006年度以降の「プロパテント的」特許政策の下で、知財権を重視

した企業活動の加速化が求められていたことが影響してきたことと考えられる。

28【出所】http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/ip/haihu39/siryo2.pdf



（参考） 2007年度発行事例集：内容（概要）
• 三位一体の経営戦略を目指す中で、2007年度発行事例集においては、いわゆる知的創造サイクル

（創造・保護・活用）に沿いながら、自社の研究開発成果（技術）の専有可能性を高めながら事業
化し、その事業を持続させていくことを重視した知財戦略が示されてきたところである。

29【出所】http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/ip/haihu39/siryo2.pdf



（参考）平成24年度以降の「知的財産国際権利化戦略推進事業」調査概要
• 平成28年度までの関連調査は、研究開発・事業化に寄与する、製品ドリヴン・リニアモデル型の知財活動（主に特

許権）に着目し、「事業戦略との関係強化が重要」という結論が主である（関係を強化するための具体的活動、全
社戦略を含む経営戦略との関係性についての説明は僅かに留まる

• 平成29年度の「デザイン経営」「ベンチャー」については、各論ではあるが、経営戦略レイヤーに着目している

30

発行
年度 表題 調査内容 キーワード 主な

調査先 調査方法

H24
IT化、オープン
イノベーション
における知財マ
ネジメント

ITの進展に伴うイノベーションの加速と、短時間
で技術的キャッチアップが可能となったグローバル
市場における、企業の競争力に資する知財マネジメ
ント事例の調査・分析

知財調達・権利化戦
略・価値算定

大企業・中小企
業（アンケー
ト）

海外ヒアリン
グ：欧米・中
国・韓国・イ
ンド

H25
主要5分野にお
けるグローバル
知財戦略

自動車、エレクトロニクス、製薬、インフラ（鉄
道）、部（素材）の5分野の共通課題となるマネジ
メント事例、業界ごとの特性を踏まえた事業戦略に
おける知財活用に関する調査

各国政策・法制度・
海外市場での運用・
マネジメント

大企業中心 主要先進国、
新興国

H26
海外R&D拠点に
おける知財マネ
ジメント

グローバル化に伴う、現地法人で生まれた発明の取
り扱いに係る課題、知的財産管理の在り方、及び関
連する法制度・税制度について分野横断的な情報を
収集

海外拠点のR&D、知
財管理・権利譲渡・
ロイヤリティ・O/I

大企業中心
海外（ヒアリ
ング18社、情
報収集15カ
国）

H27 新興国における
知財戦略）

ASEAN、BRICs市場における知財リスクへの関心
の高まりに対して、知財のグローバルマネジメント
に求められる課題を整理・分析

グローバルリスク・
模倣品対応・知財
ミックス

大企業中心
海外ヒアリン
グ：8社（欧州
等）

H28 技術のブランド
化

従来の研究開発から生じた（科学）技術にとどまら
ない商品やサービスのブランド構築戦略について事
例を分析

技術のブランド化・
出願戦略・標準化・
ライセンスイン

大企業及び主要
企業、ベン
チャー

海外：スイス、
ドイツ、英、
米

H29 ベンチャーの知
財戦略

研究開発により生み出した技術に関わる国内外のベ
ンチャーの知財戦略の好事例の抽出

ベンチャー・知財戦
略

中小企業・ベン
チャー

海外：イスラ
エル、独、他

H29
デザインが企業
の国際競争力に
与える影響

デザインを企業競争力につなげるための知的財産戦
略の在り方について、イノベーション創出における
デザインについて役割と効果、活用の実態を調査

デザイン思考・デザ
インエンジニアリン
グ・政策・O/I

大企業・中小企
業・ベンチャー

海外（企業ヒ
アリング4件）

※O/I：オープンイノベーション



Ⅲ．調査１
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本調査の仮説および調査の視点
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調査設計のポイント（概要）

33

論点 議論結果
1 主たる目的 「経営層」に示唆を与えること
2 主たるターゲット 今後より積極的に経営戦略の重要な打ち手として知財戦略／活動を実行

していく大企業・中小企業・スタートアップ
3 主たるタイムスコープ 今後の10年、将来に向けて役立つ点に特化

・将来を見据えた「現在の戦略変化と対応」：プロダクト型戦略の進化
（現在から将来に向けた移行段階において実行している戦略）

・将来の戦略変化の抽出：サービス型戦略を中心とした視点
※過去のベストプラクティスに集中はしない

4 調査設計上の2007年度との差異 • 経営層に示唆を与えること
• 海外調査を中心とする点（全ての層に参考になる情報であるため）

5 調査内容上、着目する点 • 知財戦略・活動の「構想」の実施
• 企業の競争力と「経営における知財戦略」実行の関係性
• 経営機能と知財組織の関係性

• CIPO（Chief Intellectual Property Officer）・CXO（Chief
Experience Officer）等の経営レイヤーでの知財機能の状況

• （上記が無い場合）知財部門と経営層のレポートライン
6 調査先検討の視点 同一規模の同一業種の企業間でも戦略の差異が生じていることが前提に、

個々の企業の特性に着目した緻密な調査設計が必要（読み手が、不適切
な事例を参考にすることが無いような工夫）

7 調査のアウトプットにおける工夫 • 咀嚼して自分たちに使えるかを意識。その際、パートナーとなる専門
機関（例：知財流通機関）といった情報も参考になる

• スタートアップに対しては、特に「構想」フェーズや「ロードマップ
（発展段階）」を示すことが、導入を進める上で重要







③「経営における知財戦略」に関する調査のポイント（全体像）

環境変化を踏まえて、主たる論点として、新事業創造・ビジョンの構想に対するコミット、経営戦略の構築・実行に
対する主体的な関与といった「経営レベル」から見た知的財産戦略の役割を明らかにする。

36

【本調査の主たる論点】

企業において知財機能が、
経営戦略の構築・実行に
主体的に関与しているか

企業において知財機能が、
新事業創造・ビジョンの構想に

自らコミットしているか

【企業が直面してきた、知財戦略に影響を及ぼした環境変化】

これらに対する知財部の組織能力の強化

※知財機能：知財部に限らず、企業内で「知財」に関する活動を推進する部門
（例：経営企画部門、新事業創造部門、オープンイノベーション担当部門、デザイン部門 等）

イノベーション創出の経営課題化無形資産価値の拡大

イノベーションマネジメントの変化 コアコンピタンスの変化









ヒアリング先の選定
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ヒアリング調査の全体像
• 米国・欧州・中国・台湾・韓国を対象に、「経営における知財戦略」仮説を実践していると公開

情報等より推定される企業・専門家に対して、ヒアリング調査を実施する。

実施事項 調査・分析の内容 実施上の工夫

調査設計
• 「経営における知財戦略」の事例抽出のために、
仕様書の内容に基づくインタビュー事項等の設計
を行う

• 日本・海外調査対象国の状況に精通し、本調査設
計における広範なネットワークの活用が可能な弁
護士等へのプレヒアリングを実施

ヒアリング先の検討
• 検討会で議論した調査仮説および公開情報等から、
「経営における知財戦略」の事例抽出に適切なヒ
アリング候補者の検討を行う

• 弊社グループ現地法人を活用したヒアリング調
整の実施

委員会における「調査設計」「ヒアリング候補者」に関する議論 ／ 議論結果に基づくブラッシュアップ

ヒアリング先の事前調査
• アニュアルレポートや商用データベースから事前
に調査対象者を分析し、調査仮説とあわせ分析

• 上記結果とヒアリング内容を事前に送付する

• 知財権の件数に限らず、取得分野の変遷や、
M&A等の実施状況などと組合せ事前調査を行う

• 事前に、重点調査するポイントを明らかにする

ヒアリングの実施
• 米国・欧州・中国・韓国・台湾において、担当者
が直接往訪（各国1週間程度）の上、ヒアリング
を実施

• 経営戦略と知財の両面に精通したコンサルタン
トによりヒアリングを実施

• ヒアリングの質を向上するため、対象者の状況
に応じ、現地法人のメンバーとの同行調査を行
う

分析結果の報告
• 報告書フォーマットに従い、調査結果を報告する
• 仮説別／業種別／企業規模別等に、事例を収集・
分析する

• 事例集掲載を念頭に、より具体的な分析結果の
取り纏めを行う
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※平成 24 年度 特許庁 知的財産国際権利化戦略推進事業における選定基準に同じ

(1) 母集団の抽出

番号 企業の特徴 抽出元 社数

1 知財に関する活動を積極的に実施し
ている国内企業※

(一社)日本知的財産協会の正会員リスト 約950社（大企業・中堅企業
中心）

2 世界的にトップレベルにある特許戦
略を有すると考えられる日本企業

USTPOにおける特許出願件数グローバル上位300社
（2016年度）における日本企業

約60社（大企業中心。多く
が「１」と重複）

3 先進的な取り組みを実践している企
業

知財功労賞受賞企業 約150社（中小企業・スター
トアップ中心）知的財産権活用優良企業

特許庁報告書記載企業

Chief Experience Officer、Chief IP Officer等設置企業

中期経営計画において「知財活動」「オープンイノベー
ション」等をキーメッセージとして掲載

委員から推薦のあった企業

• グローバルでのR&D投資※トップ1000社を掲載した「The 2017 
Global Innovation 1000 study（PwC作成）」から、調査対象地
域の企業（米国・欧州・中国・韓国・台湾）を抽出（約800
社）

• 弊社現地法人・現地パートナーからの推薦等の企業（主に中
小・スタートアップ）を追加（10社程度）

※本調査は、いわゆる「研究開発」に限らず、イノベーション創出に関わる広範
な活動を掲載ターゲットとしている

国内調査先母集団の抽出要件

海外調査先母集団の抽出要件
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(3) 調査仮説に基づく最終的な選定・アポ取り
• 最終的な選定は、調査設計・個社毎の企業特性に応じ、以下の類型に沿い行うことを提案する。
• 現時点の候補先（資料３）について、想定する類型を で色分けして表示した。

なお、A/B双方の要素を有する企業も多数いると考えられるが、その企業は「どちらを優先して
ヒアリングするか」という観点から分類を暫定的に実施した。

類型
P10,12

調査アプローチ
P10,12 調査内容 主な調査先 主たる

想定読者

A
将来を見据えた「現在の
戦略変化と対応」（プロ
ダクト分野での戦略が中
心）

• 直近の優れた知財活動
例（知財部門としての
対応策）

• 経営戦略の転換、将来
トレンドに伴う戦略や
計画

• （業種問わず）製造業
を中心とした企業の経
営層・知財部門

• 知財部門
• 一部の経営層

（CTO・CIPO
等）

B
将来の戦略変化の抽出(顧
客との共創、サービス分
野での戦略が中心)

• サービス軸起点・顧客
起点での、広義の知財
活動例（オープンイノ
ベーション等）

• 経営戦略の転換、将来
トレンドに伴う戦略や
計画

• BtoC企業、非製造業
（サービス等）、一部
製造業の経営層および
広義の知財機能（オー
プンイノベーション担
当等※）

• 経営層（CEO以
下全般）

• 知財部門の戦略
系部署

B’ 将来の戦略変化を推進す
るための支援機関

• 企業の知財戦略の高度
化に対する支援事項

• コンサル、知財流通機
関 等 • 知財部門
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ヒアリング先一覧
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（参考）ヒアリング先企業一覧（国内 - 大企業）

48

No. 会社名 業種・属性
1 電通国際情報サービス（ISID） ITサービス・通信
2 A社 ITサービス・通信
3 メルカリ ITサービス・通信
4 B社 ITサービス・通信
5 オプティム ITサービス・通信
6 KDDI ITサービス・通信
7 トヨタ自動車 電機・機械・自動車
8 C社 電機・機械・自動車
9 D社 電機・機械・自動車

10 オムロン 電機・機械・自動車
11 E社 電機・機械・自動車
12 F社 電機・機械・自動車
13 富士通 電機・機械・自動車
14 ダイキン工業 電機・機械・自動車
15 三菱電機 電機・機械・自動車
16 ソニー 電機・機械・自動車
17 日立製作所 電機・機械・自動車
18 パナソニック 電機・機械・自動車
20 G社 製薬・バイオ
21 武田薬品工業 製薬・バイオ
22 富士フイルム 化学・素材／製薬
23 積水化学工業 化学・素材
24 旭化成 化学・素材
24 ユニ・チャーム 化学・素材
25 H社 化学・素材



（参考）ヒアリング先企業一覧（国内 - 中小・スタートアップ）
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No. 会社名 業種・属性

1 A社 ITサービス・通信

2 ウフル ITサービス・通信

3 B社 ITサービス・通信

4 C社 ITサービス・通信

5 フリックケア 電機・機械・自動車

6 ミラック光学 電機・機械・自動車

7 三鷹光器株式会社 電機・機械・自動車

8 石川エナジーリサーチ 電機・機械・自動車

9 D社 電機・機械・自動車

10 テムザック 電機・機械・自動車

11 E社 製薬・バイオ

12 ジーンテクノサイエンス 製薬・バイオ

13 F社 製薬・バイオ

14 オリオンビール 化学・素材（食品）

15 マイクロ波化学 化学・素材



（参考）ヒアリング先企業一覧（国内 – 専門家）
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No. 会社名 業種・属性

1 知財情報会社A 専門家

2 アスタミューゼ 専門家

3 Xinova Japan 専門家

4 IP Valuation特許事務所 専門家

5 日本知的財産協会 専門家

6 内山務知財戦略事務所 専門家

7 Nokia Technologies Japan 専門家

8 Takram 専門家

9 金沢工業大学 虎ノ門大学院 専門家

10 PwC税理士法人 専門家

11 PwCアドバイザリー合同会社 専門家

12 PwCあらた有限責任監査法人 専門家



（参考）ヒアリング先企業一覧（欧州）
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大企業
No. 会社名 国・地域 業種・属性

1
A社 フランス ITサービス・通信

2
3 Deutsch Telekom ドイツ ITサービス・通信
4 Miele ドイツ 電機・機械・自動車
5 Infineon Technologies ドイツ 電機・機械・自動車
6 SIEMENS ドイツ 電機・機械・自動車
7 B社 オランダ 電機・機械・自動車
8 C社 ドイツ 電機・機械・自動車
9

PHILIPS オランダ 電機・機械・自動車（ヘルスケア）
10
11

D社 ドイツ 製薬・バイオ
12
13 Sanofi フランス 製薬・バイオ
14 Novartis スイス 製薬・バイオ
15 E社 ドイツ 化学・素材
16 F社 スイス 化学・素材

スタートアップ・研究開発法人
No. 会社名 国・地域 業種・属性

1 G社 オランダ 電機・機械・自動車
2 H社 スイス 製薬・バイオ
3 Clean Carbon Technology ドイツ 化学・素材
4 Fraunhofer ドイツ 研究開発法人（専門機関）



（参考）ヒアリング先企業一覧（米国）
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大企業
No. 会社名 国・地域 業種・属性

1 Microsoft 米国 ITサービス・通信

2 SAPシリコンバレー 米国（本社ドイツ） ITサービス・通信

3 A社 米国 ITサービス・通信

4 PayPal 米国 ITサービス・通信

5 B社 米国 ITサービス・通信

6 C社 米国 電機・機械・自動車

7 D社 米国 電機・機械・自動車
スタートアップ

No. 会社名 国・地域 業種・属性

1 Intertrust Technologies 米国 ITサービス・通信

2 E社 米国 ITサービス・通信

3 WSO2 米国 ITサービス・通信

4 Fyde 米国 ITサービス・通信
その他専門家

No. 会社名 国・地域 業種・属性
1 F社 米国 専門家

2 PwC Strategy & 米国 専門家

3 新エネルギー・産業技術総合開発機構シリコンバレー事務所 米国 専門家



（参考）ヒアリング先企業一覧（韓国）
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大企業

No. 会社名 国・地域 業種・属性

1 SK Telecom 韓国 ITサービス・通信

2 A社 韓国 ITサービス・通信

3 Doosan 韓国 電機・機械・自動車

4 B社 韓国 電機・機械・自動車

5 C社 韓国 電機・機械・自動車

6 D社 韓国 電機・機械・自動車

7 Green Cross 韓国 製薬・バイオ

スタートアップ

No. 会社名 国・地域 業種・属性

1 E社 韓国 電機・機械・自動車

2 Korea Pharma 韓国 製薬・バイオ



（参考）ヒアリング先企業一覧（中国・台湾）
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大企業

No. 会社名 国・地域 業種・属性

1 JD.com 中国 ITサービス・通信

2 鴻海精密工業（Scienbiz iP） 台湾 電機・機械・自動車

3 ASUS 台湾 電機・機械・自動車

4 MediaTek 台湾 電機・機械・自動車

5 A社 中国 電機・機械・自動車

6 B社 中国 電機・機械・自動車

7 C社 台湾 化学・素材・ｴﾈﾙｷﾞｰ

スタートアップ

No. 会社名 国・地域 業種・属性

1
Gogoro 台湾 ITサービス・通信

2

その他専門家

No. 会社名 国・地域 業種・属性

1 萬國法律事務所 台湾 専門家

2 金杜法律事務所 中国 専門家



ヒアリング調査内容（知財部・知財部長向け）
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（参考）2007年度発行事例集におけるヒアリング項目
• 本調査のヒアリングにおいては、知的創造サイクル（創造・保護・活用）に沿うことを前提に、「権利化戦略」を

中心に、加えて、権利化後の管理（ポートフォリオ化、活用等）、そのための組織能力を聴取している。
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【出所】
http://www.tokugikon.jp/gik
onshi/246tokusyu2-2.pdf



ヒアリング調査内容（経営層向け）
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経営向けインタビューにおけるポイント
経営向けインタビューにおけるポイントにおいては、本調査における主たる論点に着目してご回答頂いた。

65

【本調査の主たる論点】

企業において知財機能が、
経営戦略の構築・実行に
主体的に関与しているか

企業において知財機能が、
新事業創造・ビジョンの構想に

自らコミットしているか

【企業が直面してきた、知財戦略に影響を及ぼした環境変化】

これらに対する知財部の組織能力の強化

※知財機能：知財部に限らず、企業内で「知財」に関する活動を推進する部門
（例：経営企画部門、新事業創造部門、オープンイノベーション担当部門、デザイン部門 等）

イノベーション創出の経営課題化無形資産価値の拡大

イノベーションマネジメントの変化 コアコンピタンスの変化



経営層向けインタビュー項目例
問１：貴社における知財部門の位置づけについて

・知財担当役員としてのご役割
・経営（社長・役員層）と知財部門の繋がり、コミュニケーションの状況および課題

（事業や経営機能に対する仕掛け方）
・企業内の他部門（事業部・新事業創造部門・研究開発部門）との連携状況および課題

問２：各種経営課題に対して、貴社知財部門が担う役割および戦略・活動について
（現在の状況および過去10年に渡り、貴社知財部門が担ってきた役割の変化、力点の変化）

・経営・事業等の「戦略策定」への関与
・企業内および社外（競合に加え、顧客・市場）の視点を織り込んだ中長期的な戦略の形成

・「新事業創造」への関与
・将来の自社のコアコンピタンスの創造にかかる活動

・複雑化する経営環境・事業環境への対応
・異業種の参入、M&Aの実行等に対する対応
・グローバルでの知財管理・活用（研究開発・生産・販売が多地域である場合など）

問３：今後１０年を見越した我が国企業の知財部門の在り方
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調査結果
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（参考）個社別事例一覧：新事業創造に資する知財戦略
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企業
規模 業種 企業名 国・地域 キーメッセージ

大
企
業

IT・サービス・通信

オプティム 日本 事業構想・ビジネスモデル構築と同時に知財ポートフォリオ構築を進める

KDDI 日本 スタートアップの知財戦略構築・大企業とスタートアップの事業共創をサポート

SAP 欧州・米国 スタートアップとの多種多様な「つながり」を設計し、多様な知財から新事業を生む

Deutsche Telekom 欧州 アウトバウンド型のオープンイノベーションを通じ、新たなサービスを創造

富士通 日本 知財部門が自ら多様なパートナーとの連携を仕掛け、”つながるサービス”を推進

化学・素材・製薬 Novartis 欧州 患者・研究組織・異業種企業等を巻き込み、「製薬」を超えた課題に対応

電機・機械・自動車

Infineon Technologies 欧州 異業種とのオープンイノベーションを通じて顧客ニーズにあわせてサービスを最適化

オムロン 日本 「近未来デザイン」を起点に、将来の事業・技術・知財を一体的に構想

SIEMENS 欧州 顧客が感じる価値（USP）をビジネスモデルや競合優位性から特定する

ダイキン工業 日本 オープンイノベーション部門に知財機能を設置し、調査・出願の側面から協創活動を円滑化

パナソニック 日本 戦略性・専門性・機動性の三つを強化すべく知財組織を再編し、イノベーションを推進

Miele 欧州 デザイン思考により、顧客価値を構想。徹底した自前主義と知財戦略を実行

台湾大手製造業 台湾 知財部門主導で次世代商品のアイデアを考案して技術戦略を構築

中
小
企
業

電機・機械・自動車

テムザック 日本 自社の高い技術力と有力な大学研究所等とのオープンイノベーションにより多様な製品を開発

フリックケア 日本 製造現場に徹底して根差したIoTサービスによりソリューションを高度化

三鷹光器 日本 社内のアイデアを重要視し、特許化を積極的に行うことで、高いブランド価値を構築

ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ

IT・サービス・通信

ウフル 日本 顧客のデジタルトランスフォーメーションを支援し、顧客の企業価値を高める知財戦略を実行

WSO2 米国 オープンソースを駆使することで、顧客の獲得やR&Dの高度化を実現

Fyde 米国 出願と製品・技術の改良、製品のローンチ等を同時に推進

化学・素材・製薬

ジーンテクノサイエンス 日本 新薬と後続品とで異なる知財戦略をとり、外部の開発力＋製造力を取り入れる

ペプチドリーム 日本 知財ポートフォリオと契約スキームの工夫により、独自のビジネスモデルを構築

マイクロ波化学 日本 強い基本特許を軸に、変化するビジネスモデル・多様なパートナーシップに対応

電機・機械・自動車 Gogoro 台湾 自社技術をロイヤリティ・フリーでライセンスし、電池交換システムの利用者拡大へ



（参考）個社別事例一覧：経営戦略の構築・実行に資する知財戦略
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企業
規模 業種 企業名 国・地域 キーメッセージ

大
企
業

IT・サービス・通信

Intertrust Technologies 米国 「パテントシールド」を構築し、スタートアップを特許訴訟から守り、連携

SK Telecom 韓国 パテントプールの形成とオープンイノベーションによる知財権の獲得

JD.com（京東集団） 中国 Eコマースのバリューチェーン全体を見越した知財戦略を実行

電通国際情報サービス 日本 海外研究機関と「価値協創」のための合弁会社を設立

PayPal 米国 知財価値を多様な側面から評価し、知財戦略と事業戦略をアラインする

米国大手IT企業 米国 後発参入時においてもオープン＆クローズ戦略を通じて顧客獲得に成功

化学・素材・製薬

旭化成 日本 経営計画の策定時に知財視点の他社情報を経営層に提供し、高度な判断を実現

Green Cross 韓国 海外進出に伴い知財チームの役割を拡大し、研究開発の実施可否の判断を担う

GORE-TEX 米国 特許・ノウハウ・ブランド・契約を組合せ、過酷な環境下での顧客の体験価値を最大化

Sanofi 欧州 グローバル知財部門が、エリアごとの規制やマーケットのダイナミズムに対応

積水化学工業 日本 「戦略知財部員」を中心に、事業戦略に踏み込んだインサイトを提供

武田薬品工業 日本 M&Aを契機に本社による知財機能の一元管理体制を構築し、社内リソースの最適活用を実現

富士フイルム 日本 社長直下の知財機能が将来事業領域へのリソース配置等に寄与

電機・機械・自動車

ASUS 台湾 知財の出願と維持を厳選し、知財を適切に管理することでROIを最大化

セイコーエプソン 日本 プロダクトライフサイクルに沿って権利活用方法を変化させるCカーブで高収益を実現を図る

Doosan 韓国 CDO主導のデジタルトランスフォーメーションを知財チームがサポート

トヨタ自動車 日本 異業種企業を意識した知財戦略を強化し競争環境の変化に対応

日立製作所 日本 顧客とのエコシステムを構築する協創知財戦略とアジャイルな活動を通じて、事業を高度化

PHILIPS 欧州 知財部門が知財の観点から社会的インパクト・コストを算定し、研究の投資判断を実行

Mediatek 台湾 自社開発とライセンシングを駆使し、R&Dのスピードの向上と投資の抑制を実現

中国大手家電メーカー 中国 知財機能が主体的にM&Aの実施是非を判断し、企業価値・事業価値を最大化

中小
企業

化学・素材・製薬 オリオンビール 日本 商標を活用した戦略的な自社ブランドの活用により、ブランド価値を向上

電機・機械・自動車 ミラック光学 日本 自社製品のデファクト化を目指し、主力製品を「知財ミックス戦略」で保護



調査研究報告会の実施
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イベント（報告会） 企画概要
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参加対象 本事業へご協力いただいた各企業／専門家の知財部門トップ・担当者様・関係者様
メディア関係者、その他関係者（知財関係政府会議体メンバー・主要企業・弁理士）等

内容
• 調査事例集のご紹介
• パネルディスカッション＆ラウンドテーブル 「経営における知財戦略」

2019年3月19日（火） 16:00 ～ 18:00開催日時

目的
• 本事業にご協力いただいた企業関係者様への御礼・報告
• 参加者からコメントを頂き、事例集のブラッシュアップを行う
• （メディア等を通じ）事例集公開後の普及啓発への接続

約70名人数

会場 PwCコンサルティング合同会社 丸の内オフィス（丸の内パークビルディング ２１階）



イベント プログラム概要
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時間 プログラム 登壇者

15:30 受付開始

16:00(5分) 開会あいさつ 今村 亘 特許庁 企画調査課長

16:05 (5分) 委員長からのコメント 加藤浩一郎 委員長

16:10 (20分) 事例集紹介（PwC） 篠崎 亮 PwCコンサルティング合同会社

16:30-17:55
(85分)

パネルディスカッション
「経営における知財戦略」の
あるべき姿

（調整中）
・アカデミアの視点：加藤浩一郎 金沢工業大学 虎ノ門大学院

イノベーションマネジメント研究科 専攻主任・教授
・大企業の視点：守屋文彦 Nokia Technologies Japan 統括責任者
・スタートアップの視点：塚原保徳 マイクロ波化学取締役CSO
・弁護士の視点：増島雅和 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
・ファシリテーター：鐘ヶ江 靖史 PwCコンサルティング合同会社

17:55 閉会・アンケート記入



パネルディスカッションの内容
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時間 要点 議論の概要・題材

16:40
（15分）

①自己紹介
本事例集への所感

• 「知財」と関わるご経歴の紹介/委員参画の背景
• 事例集の作成の過程において、重視された論点や課題
• 本事例集の内容を通じて、得られた「気づき」や「驚き」

16:55
（30分）

②注目した事例と
「経営に資する知財戦略」

の方向性
• 事例集の中でも特に注目した知財戦略の事例をもとにした考察
• 「経営に資する知財戦略」への見解

17:25
（15分）

③今後の
「企業知財部」の方向性

• 現在の国内外の企業の「知財部」の強みと課題
• 日本企業を中心とした、「知財部」の、今後の展望・
育成すべき組織能力等について

17:40 ④終了・まとめ • ファシリテーターより一言



アンケート結果（１）回答者属性
イベント参加者のうち、計３９名よりアンケート回答を頂戴した。
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1. 回答者属性（グラフ内単位：人）



アンケート結果（２）報告会全体の満足度
報告会全体の満足度としては、全体の９５％より、ポジティブ（大いに参考になった／参考になっ
た）な回答を頂いた。
選択肢のうち「全く参考にならなかった」との回答者はゼロ名であった。
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報告会全体の満足度をお選びください（グラフ内単位：人）



アンケート結果（３）事例集の活用意向
報告会をきっかけとした事例集活用の意向としては、全体の約８５％の参加者より、「活用しようと
思った」との回答を頂いた。
選択肢のうち「活用しようと思わなかった」との回答者は１名であった。
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本日の報告会に参加して、今後、事例集を活用しようと思いましたか（グラフ内単位：人）







Ⅳ．調査２
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調査目的・調査方法（全体像）
• 目的

• 「知財部門」の類型化を図り、中期経営計画の変更・イノベーションマネジメントの変化・経
営危機などの各断面で、経営目的等に応じた知財部門をどう設計すべきか、示唆を与える

• 調査方法
• 中期経営計画などの経営目標の変化に応じて、「知財部」のミッション・組織や権利の状況が

変化した企業を中心に、位置づけ・ミッションを始めとする活動の変遷を分析
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2-1.全数調査
知財部の位置づけ

知財部長の役職

経営戦略変更に基づく
知財部のミッション変化有無

2-2.個社別調査

ミッションの変遷

位置づけの変遷

組織の変遷

主要プロダクトの変遷

権利の変遷

知財担当役員の変遷

調
査
１
対
象
企
業
（
約
１
０
０
社
）
の
う
ち

組
織
的
な
知
財
部
門
を
有
す
る
企
業

母集団

全数調査結果と、調
査１の結果を踏まえ、
個社別調査の対象企
業を７社抽出
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