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ヒアリング調査 

学生等のアイデアの商品化に取り

組んでいる事例（12 件）と、優秀な

取組を行い商品化できた事例（9 件）

について、商品化に向けたプロセス

や発生した課題、解決策、関係者が得

られた効果等についてヒアリング調

査を実施した。 

背景 

今後我が国がイノベーションを創出していくには、新たな創造や権利化の

意識を持った人材だけではなく、それを社会に活用できる知財人材を育成し

ていくことが必要である。しかしながら、知財の活用という視点まで含めた

知財教育をできている学校は一部に留まっているのが現状である。  

まとめ  

 学生等のアイデアで特許を取得しただけで止まってしまい、商品化に進め

ていない事例が多数あるが、社会で役立てることを目標にアイデアを創出

する場合には、「コンセプト検討」「売るための戦略検討」「商品化」という

三要素を意識して進めることが重要である。  

 商品化に向けた取組を経験することは、学生等が創造性や社会性などを身

につけるという教育的効果が期待できるだけでなく、学校や協力企業にと

っても地域における評判の向上などの効果を期待できる。 

委員会 

有識者 5 名で構成される委員会を設置し、本調査研究における調査方針や

商品化に向けた課題・解決策を検討した。  

実証検証 

現在、学生等のアイデアの商品化

に取り組んでいる者（３者）を選定

し、商品化に向けた課題を整理した

うえで、当該課題に対応できる専門

家が訪問して課題の解決策を検証し

た。 

公開情報調査 

学生等のアイデアに基づく商品化の事例等を収集し、商品化までのプロセ

スや具体的な活動内容、学外の相談先等について整理した。 

目的 

こうした現状を踏まえて、学生等のアイデアをもとに商品化に取り組んだ

事例等を調査し、学生等のアイデアを商品化する際の課題と解決策を明らか

にすることが本調査の目的である。 



- ii - 

 

Ⅰ．本調査研究の概要 

 

１．調査研究の背景及び目的 

 

「知的財産推進計画２０１８」において、「知財人材育成の推進」が重点事項

として示され、「イノベーションの創出のためには、新しいものを創造する人材

や、創造されたものを活用したり他の様々なものと組み合わせたりして、新しい

価値を生み出す仕組みをデザインできる人材が必要」であることが記載されてい

るように、イノベーションの創出にあたっては、「新しいものを創造すること」

や「創造したものを権利化」するだけでなく、「創造したもの」を活用する、す

なわち、社会に役立てることができる知財人材の育成が必要である。  

そして、特許庁では、平成３０年度制度問題調査研究において小中高等学校で

「知財創造教育」を実践できる人材の育成に必要なテキストを発行したほか、中

等教育の「技術・家庭科」において知財創造教育に活用できる汎用性の高い教材

について調査を実施することで、各教育段階における創造性の育成を図っている

ところである。  

しかしながら、「創造したもの」を商品・サービスとして社会に役立てること

については、試作品の作成や企業とのマッチング等ハードルが多く、一部の学校

で取組が行われるに留まっているのが現状である。  

「創造したもの」を活用する能力の育成は、トライ＆エラーにより、アイデア

を形にする過程を繰り返すので、児童、生徒及び学生（以下、「学生等」という）

の知財人材としての能力向上に大いに役立つ。  

また、学生等が「創造されたものを活用すること」を経験することは、自らの

アイデアを生かして起業するマインドを育成することや、研究者やビジネスマン

として社会で活躍する際に、新たな創造を社会に応用、展開する実践力の礎を築

くことにつながると考えられる。  

このような人材を育成し、学生等による商品化等の成功事例が増えることで、

若い世代の「新しいものを創造すること」、「創造したもの」を活用することに対

する意欲を高め、日本のイノベーション創出の促進につなげることができるとい

える。  

こうした背景から、これまで学校、企業等において、学生等が「創造したもの」

を活用した事例を調査し、活用に向けた取組における課題や解決策を整理、分析

することで、学生等による「創造されたものを活用すること」の課題を解消し、

実践に導くことが有益と考えられる。  
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本調査研究は、学生等のアイデアの活用の事例を調査し、商品化プロセスの整

理と各プロセスで商品化に必要な事項を分析することで、学生等のアイデアを商

品化する際の課題と解決策を明らかにすることを目的とする。  

また、知的財産の創造・権利化・活用の実践的な学習において利用できるよ

う、学生等が権利取得したアイデアの商品化についての手引きをとりまとめ、

知財人材育成関連施策を検討・遂行するための基礎資料とする。  

 

２．本調査研究の実施方法 

 

（１）公開情報調査 

 

学生等のアイデアを利用して商品化を行う際の具体的な取組内容や課題、学

校外の相談先等に関する情報を収集する目的で、公開情報調査を実施した。  

調査にあたっては、広く情報を収集する目的で、各種調査報告書や書籍、論

文だけでなく、インターネット上のニュース記事等も対象として実施した。  

 

（２）ヒアリング調査 

 

学生等のアイデアを利用して商品化を目指していく際のプロセスや各プロセ

スにおける具体的な取組・課題、またその解決策や、商品化に取り組むことで関

係者が得られた効果等に関する詳細な情報を収集する目的で、現在商品化に取り

組んでいる者および商品化において過去に優秀な取組を行っていた者に対する

ヒアリング調査を実施した。  

ヒアリング調査は合計で 21 例（現在商品化に取り組んでいる者：12 例、商

品化において過去に優秀な取組を行っていた者：9 例）に対して実施した。 

 

（３）実証検証 

 

学生等のアイデアの商品化プロセスで発生する課題に関する解決策の検討お

よび実践を通じた検証を行うことを目的として、現在学生等のアイデアの商品

化に取り組む中で課題を抱える 3 者を対象として、実証検証を実施した。 
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（４）委員会における検討 

 

調査研究に関して専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調

査研究に関して専門的な知見を有する者 5 名で構成される委員会を開催した。 

 

（５）調査結果の分析・とりまとめ 

 

前記（１）～（４）の調査・検討結果を総合的に分析し、報告書としてとりま

とめた。  

 また、別途学生等向けの手引書、学校向けの手引書、企業向けの手引書として

もとりまとめた。  

 

 

Ⅱ．調査結果 

 

１．学生等のアイデアを商品化するプロセス 

 

（１）プロセスの概略 

 

 商品化を進めていくにあたっては「①アイデアのコンセプト検討」「②アイデ

アを商品化して売り出していく際の戦略検討」「③商品化の検討」というプロセ

スが一般的である。  

 しかし、ヒアリング調査結果等によれば、学生等のアイデアの商品化では特

に「②アイデアを商品化して売り出していく際の戦略検討」という観点が不足

していたり、このプロセスで具体的にどのような活動をすればいいか分から

ず、行き詰まったりしている事例が多く見られた。  
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（２）コンセプト検討 

 

（ⅰ）取組内容 

 

 コンセプト検討のプロセスにおいては、学生等がアイデアを出すにあたり、

まずはアイデアのもとになる課題やニーズを発掘するところから始める例が見

られた。  

 また、アイデアを具体的に検討していく際には、TRIZ 等の発想法を活用し

て効果的にアイデア創出に取り組む例も見られた。  

 こうした取組については、学校における授業の一環として実施するものや、

特に専門高校においては地域企業からの依頼に基づいて実施するものが見られ

た。  

 学生等が創出したアイデアをスクリーニングあるいはブラッシュアップする

事例も確認されており、例えば初期アイデアをもとに他者とディスカッション

することで改善点を見出したり、身近な材料を使って簡易な試作を行うことで

改善点を見出したりすることで、アイデアをさらにブラッシュアップする例が

見られた。  

 また、インターネットを活用して、既に似たようなアイデアが商品化されて

いないかをこの段階で調査して、アイデアをさらにブラッシュアップする例も

見られた。  

 これらの取組に加えて、創出したアイデアの特徴やコンセプトをこの段階で

整理しておくような取組も確認された。  

 

（ⅱ）課題・注意点および解決策  

 

 コンセプト検討のプロセスにおいては、課題を徹底的に考え切れていない点

やアイデアの技術的な不足がある点、アイデアを具体化するスキルが不足して

いる点が課題として指摘された。こうした課題について、学生等だけでなく教

員等が積極的にディスカッションに加わることで解決していくような例が見ら

れた。  

 加えて、特許等の出願に関する知識不足や権利維持費用等、知財制度面での

課題も指摘された。知識については、教員や地域の商工会議所等がサポートす

る例が見られたほか、費用面については商品化した企業が負担する例が見られ

た。  
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（３）売るための戦略検討  

 

（ⅰ）取組内容  

 

 売るための戦略検討のプロセスにおいては、学生等のアイデアをもとにした

商品化を進めていくにあたり、マーケティングの視点で戦略を具体化していく

取組が見られた。  

 例えば、学生等のアイデアを商品化した際の想定顧客（ターゲット）を明確

化する取組や、マーケティング分野においてよく活用されるフレームワーク

（4P; Product（製品）、Price（価格）、Place（販路）、Promotion（販促））を

活用して戦略を具体化する取組があった。特に価格面については、原価計算か

ら学生等が取り組んでいる例もあった。  

 また、学生等のアイデアを商品化した際のビジネスプランをこの段階で検討

しているような例も見られた。  

 

（ⅱ）課題・注意点および解決策  

 

 売るための戦略検討のプロセスにおいては、そもそもどのように取り組めば

よいかわからないという指摘があったほか、取り組んだものの学生等の企画・

検討の精度やレベルが十分でないという課題や、適切な価格設定をできないと

いう課題が指摘された。これについては、戦略を検討する際に学生・消費者の

目線ではなく、企業・利益享受者の目線で検討することが重要であるとの指摘

があった。  

 また、商品化に際しては、資金の流れを明確にすることによって対外的な透

明性を担保する方がよいという注意点も指摘された。これについては、学外の

法人に資金管理を委ねることによって解決を図った事例が確認された。  

 

（４）商品化  

 

（ⅰ）取組内容  

 

 商品化のプロセスにおいては、まず身近な材料やすぐに購入できるような材

料を利用して簡易的試作に取り組む例が見られた。  



- vii - 

 

 また、この段階になると機器や材料調達の関係でどうしても学校単独での実

施が難しくなる場合もあるため、教員が試作や商品化に協力してくれる企業を

探して依頼を実施するような例も見られた。  

 試作や商品化に企業が協力するようになると、企業が主導して進めていくこ

とも多いが、アイデアを考えた学生が企業との打ち合わせに同席して、意見出

しを行う例も見られた。  

 加えて、テストマーケティングという視点では、試作品を展示会等に出品し

て、参加者から得られたフィードバックをアイデアの改良に活用するという例

も見られた。  

 

（ⅱ）課題・注意点および解決策  

 

 商品化のプロセスにおいては、試作費用に関する課題が指摘されたほか、協

力してくれる企業が見つからないという課題が指摘された。企業探索について

は、商工会議所等の協力を得て探した例があったほか、企業へアイデアを持ち

込む際に、アイデアそのものだけではなく、アイデアに関するビジネスプラン

もあわせて持ち込むことによって企業での検討を促すことが有効であるとの指

摘もあった。  

 また、企業と連携した際に、学生等と企業のコミュニケーションが円滑に進

みにくいという課題もあったが、これについては商品化とは関係のない話題も

交えながら時間をかけて関係性を構築していくことが重要であるとの指摘があ

った。  

 学生等が創出したアイデアや取得した権利を企業に使ってもらう際の手続き

がわからないという課題もあったが、これについては後々企業・学校・学生等

との間でトラブルにならないように、事前に親も含めてアイデアや権利の活用

条件等を確認し、承諾書を提出してもらうような例が見られた。  

 

２．学外の相談先の活用 

 

（１）企業 

 

 コンセプト検討のプロセスにおいては、学生等がアイデア検討の一環として実

施するニーズ調査等に関連したヒアリングに企業が協力する例や、学生等のアイ

デアに対して改善案を助言する等の内容で企業が協力する例が見られた。  
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 売るための戦略検討のプロセスにおいては、企業が主導して販促活動に向けた

活動を実施するような例が見られた。  

 商品化のプロセスにおいては、学生等が試作を行う際に必要となる機器を企

業が無償で貸し出す例があるほか、試作や商品化等に協力してくれそうな他企

業を巻き込んでくれる例等が見られた。  

 

（２）商工会議所等  

 

 商工会議所等が、特に商品化のプロセスにおいて協力した例が見られた。地

域の特産品などを使った商品化の場合、地域の活性化という効果が見込まれる

ので商工会議所等の協力が得やすく、商品化に協力してくれそうな企業の探索

に協力する例も見られた。  

 また、学生等がアイデアをもとに特許出願を行う際に、その手続等に関する

助言を行う例も見られた。  

 

（３）研究機関  

 

 大学等の研究機関については、特に学生等が商品化のプロセスで試作に取り

組む際に協力する例が見られたほか、実際に生産していくにあたって、材料の

適切な仕入先を紹介する例も見られた。  

 

（４）金融機関  

 

 金融機関については、戦略検討のプロセスおよび商品化のプロセスにおいて

相談先として活用された例が見られた。  

戦略検討のプロセスでは、学生等に対してビジネスプランの勉強会講師を務

める等の例が確認されたほか、商品化プロセスにおいては学生のアイデアの商

品化に協力してくれそうな企業を紹介する例が確認された。  

 

（５）自治体  

 

 自治体については、商品化のプロセスにおいて相談先として活用された例が

見られた。  
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商品化のプロセスでは、学生のアイデアの商品化に協力してくれそうな企業

を紹介する例が確認された。  

 

（６）専門人材  

 

 専門人材については、コンセプト検討のプロセス及び戦略検討のプロセスに

おいて相談先として活用された例が見られた。  

コンセプト検討のプロセスでは、学生等のアイデアの改善に資する助言を提

供する例が確認されたほか、戦略検討プロセスにおいては学生のアイデアを商

品化するためのビジネスプランについて検討する例が見られた。  

 

３．アイデアを活用するプロセスから得られる効果 

 

（１）学生等が得られる効果 

 

 学生等が得られる効果については、大きく「経験や機会」「資質や能力、マイ

ンド」「その他」の三つに整理することができた。  

 まず「経験や機会」としては、失敗の経験や他者と協働する機会の獲得、製造

業の現場経験、学校で習った知識を実社会で活用する機会の獲得、学ぶことに対

する楽しさの発見、他の学生等における士気の向上等の点が得られる効果として

指摘された。  

 また「資質や能力、マインド」としては、アイデア創出に対するモチベーショ

ン向上、創造性の涵養、伝える力の向上、自尊心の醸成、答えのない課題に取り

組む姿勢、社会性の獲得、ビジネスや知的財産に関する意識向上等の点が得られ

る効果として指摘された。  

 そのほか、就職活動への好影響という点も、得られる効果として指摘され

た。  

 

（２）学校が得られる効果  

 

学校が得られる効果については、大きく「学校組織としての効果」「教員にと

っての効果」の二つに整理することができた。  

 まず「学校組織としての効果」としては、こうした活動に学校として取り組む

ことによって、学校の雰囲気向上や対外的な PR（他の学校との差別化や学校の
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ブランド力向上など）につながるという指摘があった。  

 また「教員にとっての効果」としては、アイデアの創造や活用、知的財産と

いう面からの取組を通じて、教員自身も新たな気づきを得ることができるとい

う指摘や、通常の授業では見られない各学生等の特徴や魅力に関する再発見に

つながるという指摘もあった。  

 

（３）企業が得られる効果  

 

企業が得られる効果については、大きく「対外的な PR」「事業活動の強化」の

二つに整理することができた。  

 まず「対外的な PR」としては、学生等に企業のことを知ってもらえる機会に

なるという指摘や、社会貢献活動としての PR につながるという指摘、補助金申

請等においても地域貢献的な文脈で PR できる材料になるという指摘があった。 

 また「事業活動の強化」としては、特に中小企業においては自社として新た

な取組を始めるきっかけになるという指摘や、それを通じて事業の幅を拡大す

るきっかけになるという指摘、専門家等とのネットワークを拡大するきっかけ

になるという指摘があった。  

 

４．まとめ 

 

学生等のアイデアを形にして社会で役立てようとする際には、単に思い付きの

アイデアで特許を取得するだけでは足りず、世の中のニーズ、想定する顧客など

から「コンセプト検討」「売るための戦略検討」「商品化」といったビジネスの観

点も検討する必要がある。  

特に売るための戦略検討については取組上の課題が多く聞かれており、マーケ

ティング等の視点から売り方を考えることの重要性が指摘されている。また、商

品化のプロセスにおいては、協力してくれる企業の探索に関する課題や、試作等

に要する費用に関する課題がしばしば生じるところであり、外部への相談も含め

て検討することが望ましい。  

学生のアイデアに基づく商品化の取組プロセスを通じて学生等が得られる効

果は多様であり良質な経験を蓄積できるだけでなく、創造性や社会性、コミュニ

ケーションスキル等の資質や能力の獲得につながるという点もある。  

 加えて、学生等だけでなく、こうした取組に学校や企業等が協力する意義も

大きいという示唆も調査結果から得られており、今後本調査研究の結果として
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整理したプロセスや手引書等を活用しながら、社会全体として知財人材の育成

に取り組み、それを推進していけるような環境整備が必要である。  
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I ．  調査研究の概要  

 

１．  背景及び目的  

 

「知的財産推進計画２０１８」において、「知財人材育成の推進」が重点事項

として示され、「イノベーションの創出のためには、新しいものを創造する人材

や、創造されたものを活用したり他の様々なものと組み合わせたりして、新しい

価値を生み出す仕組みをデザインできる人材が必要」であることが記載されてい

るように、イノベーションの創出にあたっては、「新しいものを創造すること」

や「創造したものを権利化」するだけでなく、「創造したもの」を活用する、す

なわち、社会に役立てることができる知財人材の育成が必要である。  

そして、特許庁では、平成３０年度制度問題調査研究において小中高等学校で

「知財創造教育」を実践できる人材の育成に必要なテキストを発行したほか、中

等教育の「技術・家庭科」において知財創造教育に活用できる汎用性の高い教材

について調査を実施することで、各教育段階における創造性の育成を図っている

ところである。  

しかしながら、「創造したもの」を商品・サービスとして社会に役立てること

については、試作品の作成や企業とのマッチング等ハードルが多く、一部の学校

で取組が行われるに留まっているのが現状である。  

「創造したもの」を活用する能力の育成は、トライ＆エラーにより、アイデア

を形にする過程を繰り返すので、児童、生徒及び学生（以下、「学生等」という）

の知財人材としての能力向上に大いに役立つ。  

また、学生等に「創造されたものを活用すること」を経験させることは、自ら

のアイデアを生かして起業するマインドを育成することや、研究者やビジネスマ

ンとして社会で活躍する際に、新たな創造を社会に応用、展開する実践力の礎を

築くことにつながると考えられる。  

そのような人材を育成することは、天然資源の少ない日本において、創造した

ものを活用することによりイノベーションを起こし、ひいては、日本の国際競争

力の向上にもつながるものである。  

さらに、このような人材を育成し、学生等による商品化等の成功事例が増える

ことで、若い世代の「新しいものを創造すること」、「創造したもの」を活用する

ことに対する意欲を高め、日本のイノベーション創出の促進につなげることがで

きる。  

こうした背景から、これまで学校、企業等において、学生等が「創造したもの」
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を活用した事例を調査し、その課題や解決策を整理、分析することで、学生等に

よる「創造されたものを活用すること」の課題を解消し、実践に導くことが有益

と考えられる。  

本調査研究は、学生等のアイデアの活用の事例を調査し、商品化プロセスの整

理と各プロセスで商品化に必要な事項を分析することで、学生等のアイデアを商

品化する際の課題と解決策を明らかにすることを目的とする。  

また、知的財産の創造・権利化・活用の実践的な学習において利用できるよう

学生等が権利取得したアイデアの商品化についての手引をとりまとめ、知財人材

育成関連施策を検討・遂行するための基礎資料とする。  

 

２．  本調査研究の実施方法  

 

（１）  公開情報調査  

 

学生等のアイデアを利用して商品化を行う際の具体的な取組内容や課題、学外

の相談先等に関する情報を収集する目的で、公開情報調査を実施した。  

調査にあたっては、広く情報を収集する目的で、各種調査報告書や書籍、論文

だけでなく、インターネット上のニュース記事等も対象として実施した。  

 

（２）  ヒアリング調査  

 

学生等のアイデアを利用して商品化を目指していく際のプロセスや各プロセ

スにおける具体的な取組・課題、またその解決策や、商品化に取り組むことで得

られた効果等に関する詳細な情報を収集する目的で、現在商品化に取り組んでい

る者および商品化において過去に優秀な取組を行っていた者に対するヒアリン

グ調査を実施した。  

ヒアリング調査は合計で 21 例（現在商品化に取り組んでいる者：12 例、商品

化において過去に優秀な取組を行っていた者：9 例）に対して実施した。  

 

（３）  実証検証  

 

学生等のアイデアの商品化プロセスで発生する課題に関する解決策の検討お

よび実践を通じた検証を行うことを目的として、現在学生等のアイデアの商品化

に取り組む中で課題を抱える 3 者を対象として、実証検証を実施した。  
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（４）  委員会による検討  

 

調査研究に関して専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査

研究に関して専門的な知見を有する者 5 名で構成される委員会を設置し、計 5 回

の委員会を開催した。  

 

（５）  調査結果の分析・とりまとめ  

 

前記（１）～（４）の調査・検討結果を総合的に分析し、報告書としてとりま

とめた。  

 また、別途学生等向けの手引書、学校向けの手引書、企業向けの手引書として

もとりまとめた。  
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II ．  学生等のアイデアを商品化するプロセス  

 

１．  プロセスの概略  

 

本調査研究を実施するにあたり、まずは文献等からアイデアを商品化するプロ

セスについて調査を行い、その結果を体系的に整理することを試みた。  

学生等のアイデアを商品化するにあたっては、「①アイデアのコンセプト検討」

「②アイデアを商品化して売り出していく際の戦略検討」「③商品化の検討」の

三点を意識しながら取り組んでいくことが重要であるという示唆が得られた。  

これは、例えば企業における新商品開発のプロセスでも意識されているステッ

プであり、学生等のアイデアといえども、商品として世に出していくにはこうし

た考え方を複合的に取り入れたうえでアイデアをブラッシュアップしていくこ

とが必要である。  

 このプロセスを図表Ⅱ -1 のように整理したうえで、本調査研究を実施した。調

査結果については、以降で詳細に記述する。  

 

図表  II-1 商品化プロセスの概略と調査観点の例  

 

 

 

 

  

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング

コンセプト検討

マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

商
品
化
プ
ロ
セ
ス

調
査
の
観
点
例

誰（学生等、教員、企業、支援機関、専門家等）がどのタイミングで、どのような役割で関与したのか？

どのプロセスにどの程度の時間を要したのか？

アイデアを思いついた経緯

アイデアの出し方と絞り込み方

設定した製品コンセプトと
コンセプト検討方法

アイデアに関連する知的財産権

アイデアの強み・特徴および
類似製品との比較

価格設定の考え方

流通チャネルの考え方

プロモーションの考え方

試作プロセス・試作回数

テストマーケティング実施

生産体制

試作協力先とマッチングできた経緯
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２．  コンセプト検討プロセス  

 

（１）  本プロセスにおける取組内容の概略  

 

学生等のアイデアに関するコンセプトを開発するプロセスで確認された取組

を図表Ⅱ -2 のように整理した。  

 

図表  II-2 コンセプト検討プロセスにおける活動例の概略  

 

 

 

例えばアイデア出しの場面では、まずアイデアのもとになる課題やニーズを発

掘する取組が見られたほか、アイデアを考える場面においては既存の発想法を取

り入れて実施する例が見られた。また、こうした取組を学校における授業の一環

として実施する例が多く見られたほか、特に専門高校においては地域企業からの

依頼に基づいて実施している例もあった。  

 学生等が考えたアイデアのスクリーニングやブラッシュアップ等を行うにあ

たっては、他者とのディスカッションを通じてアイデアを改善したり、身の回り

にある材料を使って簡単な試作を実施したうえで改善したりする等の取組や、イ

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング

コンセプト検討

マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

アイデアのもとになる「課題やニーズ」を発掘 学校における授業の一環として実施

地域企業からの依頼に基づいて実施

他者とのディスカッションを通じて
ブラッシュアップ

簡単な試作を通じてブラッシュアップ

アイデア発想法を活用

J-PlatPat等を活用して
類似するアイデアを調査・比較

アイデアの特徴やコンセプトを整理

アイデア出し

スクリーニング・ブラッシュアップ

コンセプト検討

優秀な活動事例
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ンターネットを活用して類似のアイデアが既に世の中に存在していないかを確

認するような取組も見られた。  

 学生等のアイデアのコンセプトを固めるにあたっては、結局そのアイデアがど

のような人に対してどのように役立つのか等の視点でアイデアの特徴を整理す

るような取組が見られた。  

 以下、文献調査やヒアリング調査、実証検証を通じて把握できた優秀な活動事

例や示唆等を記述する。  

 

（２）  具体的な取組内容  

 

（ｉ）課題・ニーズの発掘  

 

学生等が自身にとって身近な課題や不便に感じていること等に着目し、それを

解決するためのアイデアを探求する例が多く確認された。こうした活動を集中的

に実施するために、自由研究の題材として取り組んでいる例も見られた。また、

具体的なニーズを探るために、アンケート調査を実施した例も見られた。  

 

※商品化に取り組んでいる途中の者から得られたコメントには（商品化途中）と

記しており、既に商品化を実施した者から得られたコメントには（商品化達成）

と記している。（以下同様）  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 事故のニュースを見て、身近な問題として起きうるものであるとの問題

意識がきっかけとなり、アイデア創出に取り組むことにした。（商品化

途中）  

 趣味で使用していた道具が、何度も使用すると変形して壊れてしまうと

いう問題点があり、不便に感じることが多く、これを改善したいと考え

ていた。（商品化途中）  

 一人暮らしを始めてから自炊をするようになったが、調理器具に関して

不便や危険を感じることがあった。（商品化途中）  

 家族が家事を行う際に、面倒そうにしている場面を見て、実際に苦労し

ているコメントを聞いたことがきっかけで、それを解消できないかとい

う思いから取り組み始めた。（商品化達成）  

 学校にある果樹園で、傷がついて規格外となってしまう果実が多量に出
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てしまうことが気になっており、農家を訪問して話を聞いたところ、や

はり農家でも規格外のものが一定数出てしまい廃棄せざるを得ないとい

う話を聞き、これをなんとかできないものかという思いから、規格外の

果実を活用した食品を開発しようということになった。（商品化達成）  

 課題の設定を自ら考えることが重要であるため、教員が課題を与えるこ

とはせず、学生自身で発想する訓練を行っている。（商品化途中）  

 事故が多発しているという話を聞いて、誰でも簡単に防止できるような

グッズがあれば良いと考えた。（商品化達成）  

 アイデアに対して「市場性があるか？」という観点は非常に重視してお

り、そもそもこのアイデアにニーズがあるのかという点を検証するため

に、アンケート調査を実施した。アンケート調査は、友人や兄弟姉妹等

に協力してもらって実施した。（商品化達成）  

 

公開情報調査においても、身の回りの不便なことに着目したことがアイデア

創出のきっかけになった例が見られ、当該ケースにおいては、さらにアイデア

コンテストへ出場することで企業から協力を得られるようになった。また、ア

イデアコンテストにおいては、アイデアの商品化に積極的な企業に協力しても

らい、その企業の商品開発につながる課題をテーマとしてビジネスアイデアを

募集した例も見られた。そのほか、大学が企業と共同でゼミを開講して、その

企業の商品開発につながるアイデアを学生が考える事例も見られた。これらの

事例のように、企業が有する課題・ニーズを解決するアイデアを学生等が考え

ることも、商品化につながるアイデアを生み出す方法の一つである。  

 

委員会において、思い付きのアイデアをそのまま商品化するのではなく、世

の中のニーズ調査や企業の協力のもとでの商品製造から課題に立ち返ってア

イデアを磨きなおすことが重要であるとの指摘もあった。  

 

（ⅱ）アイデア発想法の活用  

 

教員が学生等に対して、アイデア発想のヒントとなる考え方を教えたうえで、

学生等がそれを活用してアイデアの創出やブラッシュアップに取り組む例が見

られた。  
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【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 課題や解決策を見出すためのツール群（TRIZ を中心とする様々なツー

ル）を用いる経験を積むことで、創造や改善に必要なスキル・マインド

が育まれた。（商品化途中）  

 

（ⅲ）授業の一環としてアイデア創出  

 

特に専門高校においては、授業の一環で商品企画に関するアイデアを学生等が

考える例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 科目「総合実践」の一環として、生徒に商品化企画のアイデアを検討し

てもらった。これは、地元の卸業者が同校を飛込営業し、同校の生徒が

創出したアイデアを商品化する企画を持ち掛けたことがきっかけで実施

したものである。同業者の代表が比較的教育に関心があったことと、同

校が以前より面白い取り組みをやっているという話を耳にしたことがき

っかけで、営業訪問したようである。（商品化達成）  

 

また、公開情報調査においては、大学が企業と共同でゼミを開講して、企業の

商品開発担当者の協力も得ながら、企業の事業に応用できるアイデアを募る例が

見られた。また、授業の一環として地域の課題を解決するアイデアや、地域資源

を生かすアイデアを創出しようと取り組んだ例も見られた。  

 

（ⅳ）地域企業からの依頼に基づくアイデア創出  

 

特に専門高校においては、地域の企業から悩み等が寄せられたことがきっかけ

で、それを解決するためのアイデア創出に取り組む例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 地元の業者から「普段廃棄している部分を使って何かできないか」とい

う依頼があり、アイデア創造に取り組み始めた。（商品化途中）  

 地元の業者から「製造過程の副産物として出てくるものを有効利用でき

ないか」という依頼があり、アイデア創造に取り組み始めた。（商品化

途中）  
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（ⅴ）他者とのディスカッションを通じたアイデアのブラッシュアップ  

 

学生等が考えたアイデアをさらに実践的なものとするために、教員や外部講師

等が助言を行う例が確認された。特にパテントコンテストに参加している学校に

おいては、授業の一環としてこうした取組を実施している例も多く見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 アイデアの創出は学生が実施した。それを技術的にブラッシュアップす

る際には、本学の教員と技術面で議論し、精査した。（商品化途中）  

 学生のアイデアをブラッシュアップするにあたり、本アイデアを実現す

るために最も有効な構造について、本学の教員の協力を得ながら見直し

た。（商品化途中）  

 アイデアのブラッシュアップという観点では、もちろん学生の頑張りが

一番大きいが、外部講師のサポートによってアイデアが洗練された部分

も少なからずある。（商品化途中）  

 学生が考えたアイデアではコストが高いので、それを改善するアイデア

を企業から提案した。（商品化達成）  

 初期段階のアイデアを報告会形式で発表したが、教員やアドバイザー等

の反応が悪かったため、別のアイデアへと変更してブラッシュアップし

た。（商品化達成）  

 

（ⅵ）試作を通じたアイデアのブラッシュアップ  

 

簡単に手に入る材料を使って試作を行い、実際に試作品を使用することによっ

て改善点を発見し、さらに洗練されたアイデアへと改良していく例が見られた。

また、試作品を想定ユーザー等にも見てもらったうえでコメントをもらい、アイ

デアの改良へとつなげていく例も確認された。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 学生が割り箸を使って試作を重ね、アイデアを最も効果的に機能させら

れる条件を見つけた。（商品化途中）  

 学生が身近な材料を使って試作を繰り返し、形状やサイズに関する最適

条件を検討した。（商品化途中）  

 当初のアイデアを試作して実験してみたところ、懸念点が多く見つか
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り、別のアイデアへと方針転換することとした。（商品化途中）  

 企業にヒアリングを実施して得られた示唆をもとに、アイデアの改良に

取り組んだ。（商品化途中）  

 地元の商店街や学校のイベントで試食会を実施して改良を重ねた。（商

品化達成）  

 

（ⅶ）類似するアイデアとの比較  

 

学生等のアイデアについて、既に世の中に似たようなアイデアが出てしまって

いないかを確認する例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 学生等のアイデアをチェックする際には、既に似たようなアイデアやデ

ザインのものがないかという視点で確認した。（商品化途中）  

 類似製品との違いを出せているかを検証した。検証の結果、当初のアイ

デアでは違いを出すのが難しいことがわかったので、商品のコンセプト

を変更した。（商品化達成）  

 学生等が考えたアイデアのような商品が発売されているか調べたとこ

ろ、そのような商品が今のところないということがわかり、このアイデ

アで商品化を検討することとした。（商品化達成）  

 まだ世の中にないアイデアかどうかは、インターネットや J-PlatPat を

活用してしっかり調べた。（商品化達成）  

 

また、実証検証においては、より売れる商品へとアイデアを改良する可能性を

見越して、競合となり得る商品の存在有無を改めて調査するという取組が実施さ

れた。  

 

【実証検証における取組例】  

 競合調査を具体的に実施する前提として、そもそも市場に存在している

類似商品のパターンをサイズ・価格帯・想定ユーザー・使いやすさ等の

観点で整理。  

 その後、実際に販売されているもので競合となる可能性がある商品につ

いて、製造者・価格・素材・用途・使用方法等の視点で特徴を整理。  

 市場環境及び競合の調査を行った上で、現在のアイデアが他者の権利を
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侵害するおそれはないか、J-PlatPat で検索して確認することが必要。  

 

 

（ⅷ）自身のアイデアに関する特徴の整理  

 

自身のアイデアのコンセプトや特徴を整理するような活動を行う例が見られ

た。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 当該アイデアを具現化した製品は「コンパクト」「持ち運びができる」

「安い」ことが特徴である。（商品化途中）  

 「世の中にないアイデア」ということだけを強みにするにはインパクト

がないと考え、そのアイデアがユーザーにどのような良い効果をもたら

し得るのかを徹底的に考えた。（商品化達成）  

 当初のアイデアについては、似たような既存商品がそれなりに存在して

いることがわかり、「まだ世の中にない」というだけではコンセプトと

して不十分であると考え、アイデアの特徴をどのようにして見せるかを

徹底的に考えた。（商品化達成）  
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（３）  発生しやすい課題や注意点と解決策  

 

学生等のアイデアに関するコンセプトを開発するプロセスにおいては、以下の

ような課題が発生しやすいという指摘があった。  

 

図表  II-3 コンセプト検討プロセスにおける課題・注意点および解決策の例に

関する概略  

 

 

 

（ⅰ）課題を徹底的に考えることが不足している  

 

 アイデアベースではなく、それに紐づく課題を徹底的に考えることが重要であ

るとの指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 課題を探索・発見すること、課題を整理・分析すること、課題の解決策

を見出すことが重要である。（商品化途中）  

 

  

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング

コンセプト検討

マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

アイデアに技術的な不足がある

課題を徹底的に考えていない

学生等の時間を確保できない

アイデアを具体化するスキルが不足している

出願に関する知識がない

コンセプトが定まらない

アイデア出し

スクリーニング・ブラッシュアップ

コンセプト検討

課題・注意点及び解決策の例

権利維持に対する費用負担が発生する

その他

教員等がディスカッションに加わって確認

教員や商工会議所等がサポート

商品化した企業が負担

授業や休暇期間、部活動等の利用

誰にとってどのように良いアイデアで
あるかを整理
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（ⅱ）アイデアが技術的に不完全である  

 

学生等のアイデアには、技術的に精査した場合に不完全な部分や非効率な部分

が残存していることがあり、商品化を目指すにあたってはそうした課題を解決す

る必要性があることが指摘された。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 工学部の学生であっても基礎的な知識を十分には持てておらず、「本当

に実用化できる構造になっているか？」という点での検証には苦労し

た。（商品化途中）  

 どのような素材を利用するのが最も適切であるかについての検討ができ

ていない。（商品化途中）  

 技術の面から実現性を精査するという点については、学生一人では難し

い。（商品化途中）  

 学生はアイデアの高度化という点で苦労していた。たくさん試作・実験

を行い、試行錯誤を繰り返していた。（商品化途中）  

 発明コンテスト等で受賞しても、企業から見ると技術的な側面からの漏

れが多い。（商品化途中）  

 学生のアイデアは、最初は新規性・進歩性に乏しく、特許にできないも

のが多い。（商品化途中）  

 

 当該課題については、大学の教員等がディスカッションに加わることによって、

技術面における不足部分を補完するような例が確認されている。また、創造を行

うためのツール・武器を学生等に学んでもらう例もあった。  

 

【ヒアリング調査で得られた解決策に関するコメント例】  

 技術面からの精査については、専門教員が協力することで実施した。

（商品化途中）  

 当該分野の専門知識を有する本学教員がディスカッション相手となるこ

とで、技術面のブラッシュアップを行った。（商品化途中）  

 何も訓練していない状況で、いきなり創造や発明ができるものではな

い。創造をするためのツール・武器を学生に持たせてあげて、ある程度

使いこなせるようになってもらうことが非常に重要である。（商品化途

中）  
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 条件の最適化に苦労してきたが、都度担当教員が研究に協力することで

課題を解決してきた。（商品化途中）  

 アイデアのブラッシュアップや検証等、様々な場面において教員が専門

的知見からサポートした。（商品化途中）  

 新規性や進歩性に乏しいアイデアであっても、考え直す観点を教えて学

生にアイデアのブラッシュアップを促すと、たいてい良いアイデアが生

まれるようになる。（商品化途中）  

 

（ⅲ）アイデアを具体化するスキルが不足している  

 

 学生等がアイデアを発想しても、それを具体的な形にしていくために必要な知

識やスキルが不足しているとの指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 頭の中にあるアイデアを、実際の製品設計に落とし込むためのデザイン

的な感覚や、知識・技法が不足している。（商品化途中）  

 アイデアはあっても、いざそれを製図して試作しようとすると、不十分

な点が発生しがちである。（商品化途中）  

 実際にアイデアを形にするのが難しかった。（商品化途中）  

 

（ⅳ）アイデアのコンセプトが定まらない  

 

 どうしてもアイデアベースで取組が進んでしまうこともあり、アイデアのコン

セプト（誰のどのようなニーズに対応するものであるか）が定まらないという例

が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 利用ニーズがどこにあるのか、悩み続けている。大衆向けでなく、マニ

ア向け（ニッチな使い方）に特化するのも一つの手段であろう。（商品

化途中）  

 学生のアイデアは自分視点でしか考えられておらず、社会的ニーズの観

点が欠けていることが多い。（商品化途中）  

 学生等が考えるアイデアは、大体の場合すでに世の中にある。まだ世の

中になく、かつニーズのあるような商品アイデアを考えることは非常に
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難しい。（商品化達成）  

 

実証検証においては、コンセプトを明確にすることを目的として、自身のアイ

デアの特徴や訴求ポイントを整理する取組が実施された。  

 

【実証検証における取組例】  

 当該アイデアが商品化された際に、それを買った人に対して提供できる

価値を思いつく限り抽出。（例：簡便性、迅速性、安全性等）  

 抽出した価値と現時点で想定しているユーザーを組み合わせて、「その

価値が誰にとってどのように良いのか」という視点で整理することで、

当該商品のコンセプトを明確化。  

 

 また、委員会においてはアイデアのコンセプトが定まらないのは、生徒の興

味が薄いものを課題にしてしまっていることに起因している場合もあり、生徒

は自分に関わることや趣味なら次々とアイデアが出てくるものであるという

指摘もあった。  

 

（ⅴ）出願手続に関する知識がない  

 

 学生等のアイデアに関して特許出願を行う際に、その出願書類の作成に苦労し

ている例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 学生は特許出願書類の作成に苦労していた様子であった。（商品化途

中）  

 出願書類の作成には苦労していた印象を持っている。（商品化途中）  

 

 当該課題について、パテントコンテスト・デザインパテントコンテストに応募

して、発明・デザインが優秀賞として表彰されると、弁理士によるサポートを受

けながら出願体験ができる。また、近隣の商工会議所等でアドバイスを受けてい

る例や、教員がサポートする例も見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られた解決策に関するコメント例】  

 当時の校長の「我が校も知財を取得できないか」という思い付きで、
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パテントコンテストに出場した。パテントコンテストに出場したとき

は商品化することは全く考えておらず、特許を取得することだけが目

的だった。パテントコンテストで優勝したことで、弁理士も付けても

らえたので、特許を取得することができた。（商品化達成）  

 共同開発した企業から意匠権での権利保護が可能であるとコメントさ

れ、申請等の費用は企業負担で意匠権を共同出願した。（商品化達

成）  

 当該アイデアについては自力で特許出願の書類を作成したが、生徒た

ちだけでそれを実施するのは難しいので、教員がほとんど作成した。

（商品化途中）  

 

（ⅵ）権利を維持していく際に費用面での負担が発生する  

 

 例えばコンテスト等での受賞に伴い、特許出願料や数年分の登録料を補助して

もらえるケースはあるが、その後の登録料については自費負担となるケースがほ

とんどであり、権利を維持する上での費用的な課題に関する指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 特許権を維持するための費用をどうねん出するかという点で課題が残っ

ている。（商品化途中）  

 生徒が特許権を取得したことがあったが、維持費用を賄えず結局権利を

放棄することとなった。（商品化途中）  

 学生等が特許性のあるアイデアを考えたとしても、知財専門家に依頼し

て出願できる状態にまで仕上げるための費用負担が大きなハードルとな

る。（商品化達成）  

 更新時期が迫っているが、維持するか放棄するかで生徒たちは悩んでい

る。権利者が学生の間は、親がその費用を負担してくれていたが、現在

権利者たちは社会人になっており、権利を維持する場合は自ら費用を捻

出しなければならず、その点で悩んでいるようである。（商品化達成）  

 パテントコンテスト受賞の補助で３年分の特許料が納付されているが、

4 年目以降は自分で更新手続きを行い、自費で特許料を負担する必要が

ある。そもそも「更新手続きをしなくてはならない」ということ自体を

生徒は知らなかった様子である。（商品化途中）  
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当該課題については、権利者が学生等になっていることもあり、基本的には維

持費用を学生等に任せている例が多い。商品化をあきらめず、権利を自費で維持

し続けている例もあれば、維持費用の負担から権利放棄している例もある。  

 一方、商品化した事例においては、商品化した企業が売上の中から権利維持費

用と同額を負担している例もあった。  

 また、特許庁が提供する減免制度を周知して利用を促すことも有効であるとの

意見があった。  

 

【ヒアリング調査で得られた解決策に関するコメント例】  

 権利維持費は、権利者（学生等）が払い続けているが、商品化した企業

が当該商品に関する売上の中から、権利維持費と同額を権利者へ支払っ

ている。（商品化達成）  

 特許の取得費用も維持費用も企業が支払っている。学生にとっては、売

れるかわからない商品に対して特許料を支払うリスクがなくなる。ま

た、学生は商品化の過程でたくさんの経験を積むことができる。（商品

化達成）  

 特許庁が提供する費用減免の制度は有用である。（商品化達成）  
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（ⅶ）学生等の時間を確保するのが難しい  

 

 当該プロセスに限った話ではないが、取組を進めるにあたって学生等がまとま

った時間を定期的に確保することが難しいという指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 プロジェクト期間が限定されていることから、目的達成に対して学生の

判断がかなり遠回りになりそうな場合には、適宜議論（介入）を行うこ

とがあっても良いのかもしれない。（商品化途中）  

 検証に時間を要するアイデアの場合、アイデアを思いついてその検証を

実施したとしても、効果を確認できるまでに時間を要するため、長い時

間（半年以上）がかかってしまう。検証そのものに時間を要するタイプ

のアイデアであるため、生徒のアイデアに関する効果を確認できるまで

に時間がかかってしまい、結果的に３年生になってようやくパテントコ

ンテストに応募できた。（商品化途中）  

 学生は通常の学業の方でも忙しいため、取得した特許の活用を検討・実

行する時間を作りにくい。（商品化途中）  

 

 当該課題については、あくまでも意識決定を学生が行うことを前提として、当

該学生になるべく全てのプロセスを経験してもらえるよう適宜教員が進め方を

コントロールする例や、複数年にわたって引き継ぎながらアイデアをもとにした

商品化活動を進めていく例も見られた。また、専門高校においては特定の科目を

利用して取り組んだ例が見られたほか、夏休みや部活動等の授業外における時間

を活用して取り組んだ例も見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られた解決策に関するコメント例】  

 どの順番で思考して、どの成果をもってゴールに至るかについて、予め

準備をしてあげる必要がある。その点で学生を指導（支援）する側が、

入念な段取りと成果のイメージができていないと、学生が戸惑うであろ

う。（商品化途中）  

 商品化に向けて各種の課題を乗り越えていく場面では、指導（支援）す

る周りの大人がタイミングよく気づきを与えてあげることが重要であ

る。（商品化途中）  

 商品化には時間と労力を要し、在学期間との兼ね合いから、あきらめざ
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るを得ない部分があり、教員側にも義務はないのでスキップできてしま

う。在学期間中に「創造→保護→活用」を一通り経験するためには、効

率的・計画的な取組が必要である。（商品化途中）  

 研究は歴代の生徒が受け継いできた。研究開発を初めて 7 年目でパテ

ントコンテストに入賞、その後特許を取得してから協力先の企業を見つ

けて商品化するまでで３年半かかった。（商品化達成）  

 アイデア創出プロセスについては、学校内でできる取組であるため、授

業の一環として実践することができた。総合実践という科目の時間を使

って実施したが、例えば課題研究等の科目を活用することもできると思

う。（商品化達成）  

 夏休みの自由研究に関する題材として考案した。（商品化達成）  

 生徒たちは授業後に部活動の一環として実験を実施した。（商品化達

成）  

 夏休み期間は一日中実験に取り組むことができた。（商品化達成）  

 授業の一環としてやり続けることは難しいので、部活動の一環として実

施することによって一定の時間を確保するようにした。（商品化達成）  

 夏休みを活用することによって多くの時間を確保することができた。夏

休みであれば、一日中活動を実施することができ、アイデアのブラッシ

ュアップをしやすい環境・時間を確保することができた。（商品化達

成）  

 学生には、取り組む前に商品化に向けた活動と学業は全く別であると伝

えており、学業や就職活動との区別は自己管理するように伝えている。

商品化に取り組むと学業がおろそかになるという懸念があるかもしれな

いが、実際には商品化に取り組むうちに勤勉になる傾向がある。（商品

化達成）  

 ゼミ活動の一環として実施したので、ある程度の時間は捻出できた。

（商品化達成）  

 

また、公開情報調査においては、大学が授業の一環としてアイデアの検討を行

うことで、学生がまとまった時間を確保できている例が見られた。  
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３．  売るための戦略検討プロセス  

 

（１）  本プロセスにおける取組内容の概略  

 

学生等のアイデアを商品化して売り出していく際の戦略検討プロセスで確認

された取組を図表Ⅱ -4 のように整理した。  

 

図表  II-4 戦略検討プロセスにおける活動例の概略  

 

 

 

例えばまずは当該アイデアを商品化した際の想定顧客（ターゲット）に関する

特徴を明確化することによって、商品化の確度を高めようとする活動が見られた。 

 また、企業等において活用されているマーケティングのフレームワークを活用

して、当該アイデアを商品化していく際の検討を深める例が見られた。フレーム

ワークとしては、例えば４P（Product（製品）、Price（価格）、Place（流通）、

Promotion（販促））を活用した例があった。この活動の中では、特に価格設定の

中で原価等を試算しながら経済性を検討する取組も見られた。  

 上記のような活動を実施しながら、どのようなビジネスプランを構築すれば、

より商品化へと進みやすくなるかを検討する例も見られた。  

 以下、文献調査やヒアリング調査、実証検証を通じて把握できた優秀な活動事

例や示唆等を記述する。  

 

 

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング

コンセプト検討

マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

ターゲットの特徴を明確化

マーケティング視点での戦略検討

マーケティング・経済性検討

優秀な活動事例

ビジネスプランの検討
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（２）  具体的な取組内容  

 

（ｉ）ターゲットの特徴明確化  

 

想定しているターゲット顧客の特徴を明確化するために、実際にインタビュー

調査を実施したり、コンテストへ出品して評価をしてもらったりする例が見られ

た。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 ユーザーの評価を聞いてみることを目的として、コンペティションへ出

品した。（商品化途中）  

 展示会等に足を運び、アイデアをブラッシュアップするための情報収集

を実施した。（商品化途中）  

 本アイデアの類似品は非常に安価で売られているが、本アイデアについ

ては商品化しようとすると原価計算結果から到底値段で勝負できるもの

にはならないことがわかっていた。そこで、本アイデアを ”使う人 ”と ”

買う人 ”を別に設定することでターゲットを変えてはどうかと考え、「贈

答用」をコンセプトとした商品とすることにした。（商品化達成）  

 

 また、実証検証においては以下のような検討を通じて、ターゲットを再考する

取組を実施した。  

 

【実証検証における取組例】  

 具体的な売り方・戦略やデザインを検討していくにあたり、前提として

このアイデアの「コンセプト」（誰にとって何が良いのか？）を考える

必要がある。  

 ターゲット候補を年代等の様々な属性を切り口として網羅的に検討した

うえで、アイデアの特徴（例えば「安全性が高い」「効率的に使える」

「確実性が高い」等）が、どのターゲットにとってどのようなメリット

になるかを設計するとよい。  

 

（ⅱ）マーケティング視点での戦略検討  

 

学生等のアイデアを商品化して売り出していく際の戦略を検討するにあたり、
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マーケティング分野で用いられるフレームワークを活用して生徒が企画に取り

組む例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 生徒から企画を出してもらう際に、マーケティングの４P（Product

（製品）、Price（価格）、Place（流通）、Promotion（プロモーショ

ン））の視点で考えてもらうためのワークシートを準備し、そのシート

に戦略を記入してもらった。（商品化達成）  

 実際の仕入れ価格等を考慮しながら、学生と企業が一緒に販売価格を決

定した。（商品化達成）  

 商品のネーミングを 20 種類くらい考えて、最もわかりやすいという意

見が多かったものを採用した。（商品化達成）  

 原価計算に取り組んだ結果や、「想定購入者層であれば、これくらいの

値段までだったら出すはず」という推測値も踏まえて価格設定を検討し

た。（商品化達成）  

 

また、実証検証においては以下のような内容で、マーケティング視点での検討

を実施した。  

 

【実証検証における取組例】  

 まずは環境分析の導入として、３C 分析（Customer（市場・顧客）、

Competitor（競合）、Company（自社・自身））の観点で検討。  

 市場・顧客の観点では、想定顧客をリストアップしたうえで、そのター

ゲットの特徴や想定ニーズ、市場規模等の検討を実施。そのターゲット

が学生等のアイデアを商品化した場合に「いくらまでなら買いそうであ

るか」という視点での検討も実施。  

 競合の観点では、学生等のアイデアを商品化した際に競合となりそうな

商品をリストアップしたうえで、それらの価格帯やユーザーにとっての

メリット・デメリットを整理。  

 市場・顧客および競合の情報を整理・分析したうえで、改めて学生等の

アイデアに関する特徴や優位性を整理。  

 

 上記に加えて、実証検証においてはさらにターゲットにより効果的な PR

をしていくことを目的として、デザインやネーミング面での検討にまで踏
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み込んだ検討を実施した。  

 

【実証検証における取組例】  

 絞り込んだターゲットの特性等を想定しながら、機能面からだけでは

なく、そのターゲットにとって魅力的なデザインの検討を実施。  

 作成したデザイン案をもとにして、これを前面に出した PR のストーリ

ー等を検討。  

 想定するターゲットへ PR するにはデザインだけでなくネーミング開発

も重要。  

 具体的なデザイン案も出てきているため、意匠権取得についても今後

は検討が必要。  

 ネーミング開発という面からは商標権取得についてもあわせて検討が

必要。  

 

 そのほか、実証検証では具体的に PR するべき内容についての検討も実

施された。  

 

【実証検証における取組例】  

 いくら技術がよい製品であっても廃れてしまうことはよくある。「ここ

がすごい」という視点だけではなく、「このように喜んでもらえる」と

いう視点でアイデアを見直すことが重要である。  

 一見マイナスに捉えてしまうようなことでも、発想の転換で便利さを

訴求できるようになることもある。また、専門用語を一般にわかりや

すい言葉に言い換えることも必要である。  

 商品やチラシ等を準備していくにあたっては、「世界観」という視点で

参考にできる企業等がないかを探してみるとよい。  

 チラシ等に記載する謳い文句は３つに絞っておくのがよい。その際、

３つのインパクトや順番は精査が必要。  

 

 

また、公開情報調査では、想定顧客層に対してアンケートやインタビュー調査

を実施して、顧客ニーズを確認する例も見られた。教員がアンケート調査の方法

や実施方法について指導している例も見られた。  
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（ⅲ）ビジネスプランの検討  

 

外部専門家の協力を得て、学生等のアイデアをもとにしたビジネスプランの検

討を実施する例が見られた。  

 

図表  II-4 ヒアリング調査で得られたコメント例  

 金融機関によるビジネスプランの講義を受講したり、ビジネスモデルキ

ャンバスを用いた事業ストーリーづくりのワークショップを実施したり

した。（商品化途中）  

 商工会議所を通じて紹介してもらった中小企業診断士に「アイデアに関

する提供機能の明文化・提供価値の掘り下げ」「地元の知財活用企業の

紹介、顧客検討、競合商品との対比」「市場調査の結果共有、販売コン

セプトの検討」といったテーマで協力してもらった。（商品化途中）  

 パテントコンテスト出展にあたり、新規性や進歩性の観点とは別に、ビ

ジネスとしての観点からも検討することにしている。（商品化途中）  

 知財的な観点だけでなく、ビジネスプランとしても自身のアイデアをブ

ラッシュアップするようにしている。（商品化途中）  

 

 委員会においても、３C、４P、SWOT、ビジネスモデルキャンパスのような

フレームワークに落とし込むだけならできる可能性があり、ビジネスストーリ

ーとまではいかなくても、それらのフレームワークに落とし込んであるだけで、

企業とコミュニケーションを取りやすくなるとの指摘があった。  
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（３）  発生しやすい課題や注意点と解決策  

 

学生等のアイデアを商品化して売り出していく際の戦略検討プロセスにおい

ては、以下のような課題が発生しやすいという指摘があった。  

 

図表  II-5 戦略検討プロセスにおける課題・注意点および解決策の例に関する

概略  

 

 

 

（ｉ）どのように取り組めばよいかがわからない  

 

マーケティング的な視点でアイデアを見直していく方法がわからず、そうした

点で取り組むことが難しいという指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 理工系の場合、やはりマーケティングに関する知識やスキルがあれば、

企業へ打診する際にもう少し有効に機能するかもしれない。（商品化途

中）  

 マーケティングや販路探しについては、工学系の学生や教員では取り組

むのが難しい。（商品化途中）  

 アイデアをブラッシュアップしていくプロセスは大変だったが、マーケ

ティング的な視点で検討するプロセスへ進もうとすると、自身の知見だ

けでは前に進めないという点にもどかしさを感じた。（商品化途中）  

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング

コンセプト検討

マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

どのように取り組めばよいかがわからない

マーケティング・経済性検討

課題・注意点及び解決策の例

企画・検討の精度やレベルが十分でない

適切な価格設定をできない

支援者とのネットワークがない

資金の流れを明確にする必要がある

学生ではなく企業（利益）目線で価格等
を検討

資金管理を行う法人設立

マーケティングの手法を活用
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 こうした活動を進めるためのヒントを持つ専門家をどのように探すかが

大変である。（商品化途中）  

 プロダクトデザインやブランディングに関する知見がないため、支援が

必要である。（商品化途中）  

 学生自身も研究が忙しく、具体的にどのように動いてよいかも分からな

いため、何もすることができない状況である。（商品化途中）  

 

当該課題については、結局どうすればよいかわからないままという例がほとん

どであり、このプロセスで頓挫してしまっている例が多い。こうした点における

支援を望む声も多く聞かれた。  

 

また、公開情報調査においては、大学の教員や協力先企業の商品開発担当者が

マーケティングの手法等の製品開発のプロセスを実践的に学生に教えている例

が見られた。  

 

（ⅱ）企画の精度やレベルが十分でない  

 

マーケティング視点で検討するよう、教員から学生等へ促す例があった一方で、

学生等がそのテーマで検討できるレベル感には限度があるという指摘があった。 

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 生徒に企画してもらう際に、マーケティング視点で検討してもらった

が、例えば価格設定等についてはどうしても直感で決めてしまいがちで

ある。商品の提供者視点ではなく、ユーザー視点で価格を設定してしま

いがちであり、現実的な価格にならない場合も多い。（商品化達成）  

 マーケティングの観点からも検討するように指導しているが、時間も少

ない中で、商品化できるレベルで戦略検討を行える学生はほとんどいな

い。（商品化途中）  

 学生のアイデアはそのままでは商品化しても売れない、または利益が出

ないアイデアであることが多い。（商品化達成）  

 

当該課題については、企業目線での原価設定や他社との違いの明確化を意識し

たブラッシュアップを行う必要があるという指摘があった。  
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【ヒアリング調査で得られた解決策に関するコメント例】  

 学生等のアイデアを企業側の視点で捉えなおし、原価を抑える工夫や、

他社製品との違いを明確にする等の工夫を凝らすことが重要である。

（商品化達成）  

 

また、公開情報調査では、学生が協力先企業の社長にプレゼンを行い、認めら

れた製品を商品化する事例も見られた。  

 

（ⅲ）適切な価格設定をできない  

 

価格を入念に検討しておかなかったために、企業が商品化をしてくれてもほと

んど利益が発生しないという例が確認された。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 価格設定をしっかりと考えておく必要があった。今の価格設定は原材料

費とほとんど同じ値段で、利益はほぼない。原材料費に人件費を載せ

て、輸送コストや小売りのマージン等も加えた価格設定にしておかない

と、いくら売っても利益が出ない。（商品化達成）  

 事業の継続という観点では、利益を確保できる価格設定を行えるスキル

が必要である。企業の厚意で、利益がなくても事業を継続できる場合も

あるが、普通の企業であれば利益がないと事業を撤退してしまうであろ

う。（商品化達成）  

 

（ⅳ）検討を支援してくれる人材とのネットワークがない  

 

学生等のアイデアをマーケティング視点で検討していく際に、それをサポート

してくれる人材とのネットワークが不足しているとの指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 理工系の学生や教員がマーケティング等の知識やスキルを身に着けるこ

とは一朝一夕にはいかないので、そうした面をサポートしてくれる外部

人材の協力が必要である。（商品化途中）  

 学校と学生等だけで進めることが難しい部分について、どのような支援

者がどこまでサポートしてくれるのかという情報がほしい。（商品化途
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中）  

 学校に支援人材が乏しく、商品化に向けた課題解決は難しい。（商品化

途中）  

 

（ⅴ）売上が発生した際における資金の流れを明確にする必要がある  

 

学生等のアイデアを活用した製品の売り上げが教員等の私益になっていると

誤解されないよう、資金の流れを明確にする必要があるとの指摘があった。  

 

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 もし生徒のアイデアで得た収益を教員が自分の懐に入れているという噂

がたったら取り返しがつかなくなるので、金銭面での管理が必須とな

る。（商品化達成）  

 

当該課題については、教員が主導して会社を設立し、その会社で資金の管理を

行っているという例が見られた。ただし、教員自身が会社の代表になるのが難し

いため、既に学校を退職した OB 等に依頼して会社を維持しているとのことであ

った。また、会社設立のための知識（会社法等）については、自身でも勉強して

おく必要があるという指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られた解決策に関するコメント例】  

 退官した校長先生を代表に、先生達からの出資で合同会社を設立。収

益の一部をその合同会社に移し、その売上から、生徒のイベントに必

要な交通費や昼食代を支出している。（商品化達成）  
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４．  商品化プロセス  

 

（１）  本プロセスにおける取組内容の概略  

 

学生等のアイデアをもとにした商品化のプロセスで確認された取組を図表Ⅱ -

6 のように整理した。  

 

図表  II-6 商品化検討プロセスにおける活動例の概略  

 

 

 

例えば、本格的な試作を行う前に、すぐに手に入る身近な材料を利用して簡易

な試作に取り組む例が見られた。割り箸や段ボール、ホームセンター等で購入し

た材料を使って簡単に形を作ってみて、不整合がある場合にはアイデアを改良し

たりする例があった。  

 また、このプロセスになると、機材や材料の問題でどうしても学校単独では実

施が難しい場合もあり、教員が近隣の企業を回って試作等への協力を依頼する例

も見られた。  

 企業が試作・商品化するとなると、どうしても企業主導もしくは単独でプロセ

スが進みがちになるが、アイデアを考えた学生等が企業との打ち合わせに参加し

て意見出しをするような例も見られた。  

 加えて、試作品を展示会等へ出品することで参加者からのフィードバックを得

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング

コンセプト検討

マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

身近な材料を利用して試作

試作や製品化に協力してくれる企業を探索

試作・製品開発・生産

優秀な活動事例

商品化に協力してくれる企業との
打ち合わせ参加

試作品に対する反応の確認

テストマーケティング
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て、その内容をアイデアのブラッシュアップに活用する例も見られた。  

 以下、文献調査やヒアリング調査、実証検証を通じて把握できた優秀な活動

事例や示唆等を記述する。  

 

（２）  具体的な取組内容  

 

（ｉ）身近な材料を利用して試作  

 

本格的な試作ではなく、身近にある材料を利用して試作を行い、技術面から最

適な条件を探索する活動を実施する例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 地域の企業に CAD を使わせてもらい、学生が自分で試作した。（商品

化途中）  

 専用機械を使った本格的な試作ではなく、段ボールや割り箸等を使って

学生が自分で試作した。（商品化途中）  

 近所のホームセンターで購入した材料を使って作製した。（商品化途

中）  

 

 実証検証においては、試作品を複数の視点から改善余地がないかを検討

する例が見られた。  

 

【実証検証における取組例】  

 試作品を実際に手に取り、使用する人にとって気になりそうな点がな

いかを確認。機能面から見た課題だけではなく、安全性や衛生面等の

複数の視点から確認を実施。  

 

（ⅱ）試作や商品化に協力してくれる企業を探索  

 

学生等のアイデアを本格的に試作し、さらには商品化してくれる企業を学校長

等が率先して探索・訪問している例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 学校のリソースでは足りない部分が多くあり、試作や商品化に協力して
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くれる企業を校長が探して回った。（商品化途中）  

 

（ⅲ）商品化に向けた企業との打ち合わせ参加  

 

商品化は企業が主体となって進める部分が多くなる中で、アイデアを考えた学

生等が都度企業との打ち合わせに参加して意見を出した例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 県内の企業が試作を行った。生徒自身、アイデアの中でもデザインの部

分にはこだわりがあったようで、製品の触感だけでなく、外形の細部に

至るまで意見を出していた。（商品化達成）  

 

（ⅳ）試作品に対する反応の確認  

 

試作品に対する他者の反応を確認して、再度改善ポイントを抽出するような活

動例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 消費者モニター会やギフトショー等で試作品への反響を確認したりしな

がら商品化を決定した。（商品化達成）  

 

 実証検証においては、テストマーケティングを目的としてクラウドファ

ンディングを活用することの検討も実施した。  

 

【実証検証における取組例】  

 クラウドファンディングは資金調達の手段としてだけではなく、市場

からの反応を手軽に得られるという面も併せ持っており、テストマー

ケティングの手段としても活用できる。  

 

また、公開情報調査においては、量産化のリスクを小さくするため、まずは学

内限定、地域限定、あるいは期間限定で発売し、その売れ行きを見てから一般発

売に踏み切るかを判断した事例が見られた。  
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（３）  発生しやすい課題や注意点と解決策  

 

学生等のアイデアをもとにした商品化を検討するプロセスにおいては、以下の

ような課題が発生しやすいという指摘があった。  

 

図表  II-7 商品化プロセスにおける課題・注意点および解決策の例に関する概

略  

 

 

 

（ｉ）試作に費用がかかる  

 

学生等が試作にチャレンジしようとしたものの、材料費の観点から困難である

という理由で断念した例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 試作を検討したことがあるが、アイデアを形にするのに必要な材料が非

常に高価であることが判明したため断念した。（商品化途中）  

 費用面の問題があり、試作に着手するのは難しい。（商品化途中）  

 本当は戦略検討等と並行する形で、企業等と協力して完成度の高い試作

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング

コンセプト検討

マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

試作に費用がかかる

企業の協力を得られない

試作・製品開発・生産

企業にアイデアを使ってもらう際の手続き
がわからない

製品化の最適条件探索に時間がかかる

課題・注意点及び解決策の例

法規制等が関与してくる部分への対応がわ
からない

企業とのコミュニケーションが円滑に進ま
ない

学生等の熱意が続かない

商工会議所等のネットワーク活用

アイデアとビジネスプランを
あわせて持ち込み

商品化とは関係ない話題も交えながら、
時間をかけて関係性構築

事前に親も含めて確認を行い、承諾書を
提出

クラウドファンディングの活用
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品を生み、展示やテストマーケティングの機会を得られたらよかった。

ただし、材料費や加工費の工面、デザインの問題等が残っているため、

気軽に試作へと着手できない状況にある。（商品化途中）  

 学校は自由に使えるお金がほとんどないので、資材の購入費用等に必要

な資金をどのように確保できるかという情報がほしい。（商品化途中）  

 試作等の検討段階で、資金的に継続が難しいこともある。基本的に試作

は学生が手作りで行っているが、相応の質の作品を作る場合には費用が

高くなるケースもある。（商品化途中）  

 

また、実証検証においては、資金調達の手段としてクラウドファンディングの

活用に向けた検討が実施された。  

 

【実証検証における取組例】  

 クラウドファンディングであれば、手軽に実施できることに加えて、ほ

とんどのもので初期費用がかからない。  

 また、自身で在庫を抱える必要もないので、リスクも低い。  

 

 加えて、クラウドファンディングだけでなく、まずは SNS や展示会等で

PR することから始めることも有効であるという指摘もあった。  

 

【実証検証における取組例】  

 商品化しようとすると資金が必要になってくる場面もある。技術 PR を

通じてパートナーを探す方法等が考えられる。地域の学生に対する支

援へ協力的な企業へのアプローチや、クラウドファンディングの活用

等があるのではないだろうか。ただ、いきなり実施してもうまくいか

ない可能性が高いので、まずは SNS 等を通じて種まき的に発信した

り、展示会等で PR したりする方法もある。  

 アイデアに関する権利を持っていると、模倣品のおそれや他人の権利

侵害のリスクがないので、企業は安心して協力しやすい。  

 

（ⅱ）企業の協力を得られない  

 

企業にアイデアを説明すると、現場レベルでは好反応を得られた場合であって

も、最終的には経営判断で見送りになってしまう等、企業の協力を得られず先に
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進められなくなってしまうという例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 試作や商品化に協力してくれる企業を見つけるという点については、今

現在も課題として残ったままである。（商品化途中）  

 企業にもこだわりがあり、学生等のアイデアをなかなか受け入れてもら

えなかった。2 年の交渉を経て、ようやく協力の了承を得た。（商品化

達成）  

 企業や商工会議所等へ協力を打診する際に、知財創造教育とはどのよう

なものであるかを短時間で理解してもらうことは大変だった。（商品化

途中）  

 高いレベルでの試作（より適切な素材選定や、より適切な加工等）は、

学校が単独で実施できない。（商品化途中）  

 販売してくれる企業探しには苦労した。教員がいくつかの企業へアイデ

アを紹介して回ったが、全て断られた。（商品化達成）  

 特許を取得したアイデアであるということが逆に企業にとっては身構え

てしまう要因となってしまったようで「特許を取っているから、そのア

イデアを使う際に多額の対価を支払わなければならないのではないか」

という疑念を持たれてしまい、結果として断られてしまった。個人で営

んでいるような小規模事業者にとっては、日ごろ特許が自身には無縁の

ものであるが故に、「特許＝お金」というような誤解を持たれてしまっ

たのであろう。（商品化達成）  

 商品化に取り組んでくれる企業を探索することが難しいと感じている。

他地域の企業から連絡を受けたことがあるが、当該アイデアについては

地元の資源を活用することに特色があるものであり、他県の企業にとっ

てはハードルが高く断念する結果となった。（商品化途中）  

 共同で商品化に取り組むことができる企業を探すのが難しい。教員がコ

ネクションを持つ企業において検討可能なアイデアであっても、学校の

カリキュラム外であるため、時間的余裕がない。（商品化途中）  

 

 当該課題については、教員等が自力で企業を探索するのには限界があるため、

商工会のように地域の企業と豊富なネットワークを有する支援機関の協力を得

る例が確認された。また、企業とのネットワーク構築の際に、「実践的な教育機

会」を与えてあげてほしいという流れで打診している例も見られた。加えて、企
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業にこうした活動の教育的意義を理解いただくとともに、企業にとっての間接的

なメリット（例えば「学生の活動を目にする従業員への刺激・気づき・成長とな

る可能性がある」「昨今の若者の志向を把握できる機会となる」「教育に協力して

いることがメディア等で取り上げられることで信頼や認知度、企業イメージの向

上につながる」等）もあるはずであるとの指摘があった。  

 これとは別の視点で、企業へアイデアだけを持ち込むのではなく、マーケティ

ングに関する企画案や、市場性があることを示すデータもあわせて持ち込むこと

によって、企業に本気で検討してもらえるように促している例もあった。  

 

【ヒアリング調査で得られた解決策に関するコメント例】  

 当該商品に関連するブームもあり、地域の商工会から商品化する話を持

ち掛けられて、企業を紹介してもらった。（商品化達成）  

 外部の企業とネットワークを作るためには、「創造（課題の発見・解

決）に関する武器を備えた学生等」に実践的な教育機会（企業現場での

課題発見や課題解決）を与えてやってほしい、というところから始めて

いる。（商品化途中）  

 アイデア単品だけではなく、マーケティングに関する企画案等も合わせ

て提案している。（商品化達成）  

 アンケートを実施して市場性に関するデータを集め、定量的にニーズを

示せたことで、アイデアの説得力につながり、企業が商品化を本気で考

えるようになったのではないか。（商品化達成）  

 学生の企画なので、マーケティングに関しては精緻さまでは求めていな

いが、そうした情報があると、それをもとに経営者のこれまでの経験を

あてはめて修正しやすくなるので、商品化までの絵姿を作りやすくな

る。（商品化達成）  

 原価率や収支計算等、学生の経験値では正確なものを作ることは難しい

が、正確であるか否かよりも、粗いものであっても形にすることが重要

である。粗くてもたたき台があれば、経営者は具体的なイメージをしや

すくなり、話をしやすくなる。（商品化達成）  

 アイデアを考える段階で、出口を見据えることが重要である。（商品化

達成）  

 中小企業にアイデアを活用してもらう際には「開発期間が短いこと」

「追加の経費（設備投資等）がかからないこと」「販売できそうなイメ

ージがわくこと」の３点が重要である。（商品化達成）  
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 また、委員会においては業界によっては協議会のような組織があるはず

なので、そこへ話を持ち込むのも一案であるという指摘があった。また、こ

うした話を企業が受けた際には、商品化するためのコストや市場ニーズが

気になるはずであるという指摘もあった。同様に、粗くても良いので学生等

がビジネスモデルを考えた上で企業に相談すると、企業側は協力しやすい

かもしれないという指摘もあった。  

 

（ⅲ）商品化の最適条件探索に時間がかかる  

 

 アイデアを実際に商品化する際には、これまでとスケールの異なる装置等で製

造する必要があり、その最適条件の探索に時間を要するという指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 学校の実習室等の小さなスケール環境から企業における大きなスケール

環境での製造を行うには、製造方法を見直す必要があった。商品化に適

した製造条件を見つけるのに 1 年半を要した。（商品化達成）  

 企業の設備で量産に向けた試作を行うにあたり、学校の実験室で試作し

た際の製造条件が適合せず、その調整に苦労した。量産用設備での最適

条件の探索には、半年ほどの時間を要した。（商品化達成）  

 

（ⅳ）企業とのコミュニケーションが円滑に進まない  

 

 学生が遠慮してしまい、企業とのコミュニケーションがうまくいかないという

コメントがあった。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 学生と企業の社員は年齢差が 20 歳～30 歳もあるので、コミュニケーシ

ョンをとることが難しい。初めは学生がなかなか自分の意見を言うこと

ができない。（商品化達成）  

 

当該課題については、はじめはうまくコミュニケーションができないことを仕

方がないと割り切りつつ、商品化とは関係ない話題を出しながら時間をかけて関

係性を構築することが重要というコメントがあった。  
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【ヒアリング調査で得られた解決策に関するコメント例】  

 学生と社員がコミュニケーションを取りにくいのは、どの学生であって

も同じなので、はじめのうちは仕方がないと思っている。最初の打ち合

わせでは、部活動や就職活動のことなど、商品化と関係ない話題を出す

ようにしている。商品化までには最低でも 20 回の打ち合わせが必要

で、打ち合わせを 40 回実施した事例もある。ゆっくりと時間をかけ

て、学生が自分の意見を主張できるような関係性を構築することが重要

である。（商品化達成）  

 学生が企業の人にうまく話せるようになるまでに２～３回の打ち合わせ

が必要である。それまでは、本題に関係のない話題を出しながら、学生

の心を開くようにしている。（商品化達成）  

 

 また、実証検証においても、学生等と企業のコミュニケーションに関する

重要性が指摘された。  

 

【実証検証における取組例】  

 学生が作った図面は概念図に近いものであり、企業側からするとその

まま製造することは難しい。また、図面を詳細化するにあたっては、

企業が保有している設備や技術、加工手順等を踏まえて製図すること

が求められるので、企業と学生との間でよくコミュニケーションしな

がら進めていくことが必要である。  

 

（ⅴ）企業にアイデアを使ってもらう際の手続きがわからない  

 

 学生等が権利者となっているアイデア（特許権）を企業に使ってもらい商品化

していく際に、どのような条件・方法で企業と手続きを行えばよいかわからない

という指摘があった。また、契約を締結していなかったために、利益配分につい

て企業と権利者等との間で意見の食い違いが実際に発生した例も見られた。加え

て、当事者は特段課題として認識していないものの、「口約束だけで特段契約を

結んではいない」というコメントもあった。  

 その他に、企業と連携して開発を進めていく際に秘密保持契約を締結したが、

その事務手続きに相当の時間を要したという例も見られた。  

 



- 38 - 

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 最終的に企業に協力してもらうときに必要な契約の話については、全く

の専門外であり、単独では無理だと思う。（商品化途中）  

 商品化をした際は、権利者は企業と契約を結ばなかった。原価やリスク

は全て企業負担で学校からの持ち出しはゼロであり、収益も全て企業が

受け取る構造になっていた。そのため、商品が売れた際に、権利者へ全

く金銭的な見返りがないことに対して権利者の親が疑問に感じ、企業と

の間で話し合いを要する事態となった。（商品化達成）  

 以前、商品化に向けた打ち合わせを進める中で、学生の保護者から売り

上げの一部を支払うように要求されて、利益が確保できなくなってしま

ったため、やむなく商品化を中止したことがあった。（商品化達成）  

 特許を取得したアイデアについて企業から譲渡依頼を受けたことがある

が、思いもしない大きな額での提案であったため、怖くなり断ってしま

った。教育目的で実施している者について、多額の金銭が関与すると配

分など色々な問題が発生する可能性があり、それを避けたかった。ま

た、実際には学校の部費や施設を使って活動していたり、権利化の過程

で権利者（生徒）だけでなく教員も関わっていたりするため、企業から

受けた対価を権利者だけで配分することの適切性についても疑問があっ

た。対価を権利者ではなく、ひとまず学校に支払ってもらうことも考え

たが、それは難しいと言われたこともあり、結局断念した。（商品化途

中）  

 企業と連携して開発する際に、秘密保持契約を結んだが、契約に至るま

で半年ほど要した。主体は学生と企業であり、学校が第三者として入る

ということで、事務的な手続きで時間を要した。（商品化途中）  

 

（当事者が課題認識をしていないものの、上記に関連する内容として得

られたコメント）  

 企業が生徒の権利を使って商品を製造・販売するにあたり、権利者（生

徒）と企業との間では「権利を使っても良い」という口約束だけがされ

た状態で、特段の契約締結はしていない。（商品化達成）  

 

当該課題については、事後になって権利者もしくはその親と企業との間でトラ

ブルが発生しないよう、事前に権利者の親から承諾書を提出してもらっている例

が見られた。また、金銭的対価を得ない代わりに、商品パッケージに何らかの記
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載をしてもらっている例も見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られた解決策に関するコメント例】  

 商品の売上については、全て企業に入っている。もともと教育目的で実

施したことであるため、金銭的対価を得ることは考えていなかった。こ

の点については、生徒だけでなく生徒の親からも了承する旨を承諾書と

して提出してもらっている。（商品化達成）  

 金銭的対価をもらってはいないが、当該商品が生徒のアイデアに基づい

たものである旨を、パッケージに記載するようにしてもらっている。こ

の点については企業も好意的に受け入れてくれており、パッケージに記

載するだけでなく、ポスターを店舗に掲示する等、様々な形で学校 PR

に協力してくれている。（商品化達成）  

 特許料を企業が支払う代わりに、売上は全て企業に入る仕組みにしてい

る。商品化活動に取り組む前に、そのような覚書を締結している。覚書

については、「特許権取り扱い（企業が特許を出願し、費用も企業が負

担する）」「売り上げの取り扱い（売上は企業に全て入る）」「スケジュー

ル管理（学生等の学業や就職活動の妨げにならないようにする。学生は

試験や就職活動のスケジュールを前もって企業に連絡し、企業は学生の

事情を配慮する）」という内容を含むものとした。（商品化達成）  

 企業にとっては、学生のアイデアを商品化しようとすると、ゼロから教

え込む必要があり、社員だけで開発するよりも圧倒的に時間がかかる。

その分のコストを負担する代わりに、売上は企業に入る仕組みにしてい

る。（商品化達成）  

 学生が取組へ参加するにあたり、その前提として商品化した際に生じた

売上は全て企業に入ることを了承してもらっている。（商品化達成）  

 商品化にあたって、実際には大半のリスクを企業が負担しており、学生

が取組に参加するインセンティブも金銭的なものではないため、特段の

対価を学生に渡す仕組みにしていない。（商品化達成）  

 

 また、実証検証では、今後企業等との間で特許権のライセンス等に関する契約

が発生し得ることを見据えた具体的な討議が実施された。  

 

【実証検証における取組例】  

 今後、商品化へ取り組んでいくにあたっては、製造協力先等との間
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で契約が必要になってくることを踏まえて、予めその内容等を考え

ておく必要がある。  

 特許ライセンスに係る契約書のひな型として、独立行政法人工業所

有権情報・研修館が発行している「知っておきたい特許契約の基礎

知識」 1の特許実施許諾契約（91 頁）を参考にしながら討議を実施。  

 あくまでも一つの考え方の例ではあるが、教育的な趣旨での取組で

あることを重視するのであれば、教育的な文脈での契約締結である

ことを契約書内で明記するという方法もある。  

 その他、各条項の詳細については基本的に企業との間で調整するこ

とになるが、例えば次の点については検討しておいてもよいのでは

ないか。  

✓ 第 4 条（対価及び支払方法）について、イニシャルは削除しても

よいかもしれない。また、実施料を算定するさいのベースを、正

味販売価格ではなく「利益」にするも一案である。赤字（利益が

発生していない）の際にはライセンス料が発生しないような契約

にすることによって、企業側の負担を抑制するという効果があ

る。  

✓ 第 5 条（実施報告）について、本件のようなケースでは必ずしも

記載が必須ではないであろう。学生と企業の双方に報告・監査・

請求のコストが発生し、過度な負担が発生してしまう可能性があ

る。例えば一年に一回面会をして、活動報告や振込確認を行う程

度でもよい。  

✓ 上記と同様に、第 7 条（帳簿の保管と閲覧）についても、契約で

定めてしまうと企業側の運用に負担感が生じてしまうので、削除

してしまうのも一案。  

✓ 第 14 条（譲渡禁止）については、互いに協議をせずに権利を譲

渡することを防ぐものであり、学校としてもトラブルの防止と意

味で、このまま残しておくとよい。  

✓ 第 16 条（契約有効期間）については、ひとまず権利者が学生で

いる間に限定するのも一案である。契約延長を希望する場合に

は、契約終了日の半年前から協議を行うという文言を加えてもよ

い。  

 企業との間で特に調整が必要な事項としては「利益の定義」「生産上

                                                   
1  <https:/ /www.inpit.go.jp/katsuyo/archives/archives00013.html >（ 2020/2/29 アクセス）  

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/archives/archives00013.html
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限数」等が挙げられる。  

 特許権以外に意匠権等を取得している場合でも、一つの契約書にま

とめるのが良いのではないだろうか。  

 こうした検討を学生が実施することによって、最終的にどの程度の

対価が還元されるかを想定できるようになり、活用を見据えた創

造・保護が重要であるという意識喚起につながるのではないだろう

か。  

 

 また、実証検証では、今後商品化して利益が発生した際に、商品開発に携わっ

たメンバー間でどのように配分を行うかという点についても検討が実施された。 

 

【実証検証において検討された点】  

 商品化に携わったチームメンバー内で、発生した利益等の配分に関

する取り決めをしておくものであり、当事者の数だけ原本を作り、

各自で保管しておくというものになるだろう。  

 チームメンバーそれぞれの配分割合を決める必要がある。権利者の

アイデアがベースになった商品であるので、おそらく権利者の割合

が高いことに違和感はないはずであるが、一方で図面化したメンバ

ーやブランディングに取り組んだメンバー等、それなりに貢献度が

高いと思われるメンバーもいるので、相談して調整していくことに

なるだろう。  

 

 

（ⅵ）法規制等が関与してくる部分への対応がわからない  

 

 商品化に近づいてくるほど、法規制等に関連した内容の検討を行う必要がある

が、そうした内容への対応が難しいという指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 法規制と深く関係してくる領域（金流の検討、ビジネスリスクの検討・

対処、製造物責任等）は、学校が自力で対応するのは難しい。（商品化

途中）  

 

 



- 42 - 

 

（ⅶ）学生等の熱意が続かない  

 

 特に就職活動等を控えた学生の場合は、こうした取組を進めるための時間的余

裕もなく、商品化に資する活動にまで至らないというコメントがあった。  

 

【ヒアリング調査で得られた課題に関するコメント例】  

 アイデアを商品化させるか否かは学生の自主的な取組意欲次第である

が、就職活動や進学等で忙しく、商品化したいという学生は少ない。

（商品化途中）  
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III ．  学外の相談先の活用  

 

１．  学外の相談先の活用場面概略  

 

学外の相談先の活用については、各プロセスで複数の相談先が協力している例

が確認された。学外の相談先の種類と協力プロセスについては、図表Ⅲ -1 のとお

り整理した。  

 

図表  III-1 学外の相談先の種類と学外の相談先が協力したプロセス  

 

 

 学外の相談先のうち、企業については全プロセスで網羅的に活用される例が確

認された。  

 商工会議所に代表される中小企業支援機関については、特に商品化のプロセス

において活用される例が確認された。  

 大学等の研究機関についても、特に商品化のプロセスにおいて活用される例が

確認された。  

 金融機関については、売るための戦略検討のプロセス及び商品化のプロセスで

活用される例が確認された。  

 自治体については、商品化のプロセスにおいて活用される例が確認された。  

 専門人材については、コンセプト検討のプロセス及び売るための戦略検討のプ

ロセスにおいて活用される例が確認された。  

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング

コンセプト検討

マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

企業企業 企業

中小企業支援機関

研究機関

金融機関

金融機関

自治体

専門人材

専門人材
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２．  学外の相談先ごとの活用例  

 

（１）  企業  

 

学外の相談先として企業が活用された場合に、企業が協力した内容の概略を図

表Ⅲ -2 に示す。  

 

図表  III-2 企業が各プロセスで協力した内容の概略  

  

 

 

 コンセプト検討のプロセスにおいては、学生等がアイデア検討の一環として実

施するニーズ調査等に関連したヒアリングに協力する例や、学生等のアイデアに

対して改善案を助言する等の内容で協力する例が見られた。  

 売るための戦略検討のプロセスにおいては、企業が主導して販促活動に向けた

活動を実施するような例が見られた。  

 商品化のプロセスにおいては、学生等が試作を行う際に必要となる機器を無償

で貸し出す例や、企業が実際に試作を行う例、また試作や商品化等に協力してく

れそうな他企業を巻き込んでくれる例等が見られた。  

 委員会においては、商品化までのプロセスのうち、一部のプロセスでも企業か

らのサポートがあると、学生等にとってとても助けになるという意見があった。

また、企業が内閣府の知財創造教育地域コンソーシアム等に参画することで、ア

イデア事業化に取り組む学生等とつながることができるとの意見があった。  

 以下、企業の具体的な協力例を記載する。  

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング

コンセプト検討

マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

ニーズ調査等に関する
ヒアリングへの協力

試作に必要な機器の
貸し出し

アイデア改善に関する助言

他企業の巻き込み

試作の実施

プロモーション検討
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（ⅰ）ヒアリングへの協力  

 

学生等のアイデアを提示したうえで、現場におけるニーズ等の探索を目的とし

たヒアリング調査に協力した例が確認された。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 近隣の企業等を訪問し、商品化に向けたニーズ調査等を実施した。（商

品化途中）  

 企業等へのヒアリング結果を踏まえながら、さらにアイデアのブラッシ

ュアップを進めている。（商品化途中）  

 

（ⅱ）アイデア改善に関する助言  

 

地域の企業が、学生等のアイデアをもとにした商品が、より売れるものになる

ようにするための助言を提供した例が確認された。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 商品を販売した際に、地域の企業から「このような商品はラインナップ

をそろえてギフトセットにして売れるようにした方が良い」というアド

バイスをもらい、新商品の開発に取り組むようになった。（商品化達

成）  

 卸売業者が生徒とともに販売戦略を練る役割も担っていた。（商品化達

成）  

 企業にも協力してもらい、ネーミングやパッケージデザイン等を考え

た。（商品化達成）  

 当初生徒が考えていた商品は大きめのサイズであったのだが、企業から

「この種の商品は小さなサイズにして手ごろな値段にした方が売れる」

という助言があり、小さめの商品として PR することとなった。（商品

化達成）  

 

（ⅲ）商品の PR 検討  

 

地域の企業が、学生等のアイデア商品化する際に PR 戦略の企画・実行の役割

を担った例が確認された。  
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【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 地域の広告代理店が PR 戦略の企画・実行を担っており、各種メディア等へ

のアプローチに奔走した。（商品化達成）  

 

（ⅳ）試作に必要な機器の貸し出し  

 

 学校の教員が、日ごろから連携している地域の企業へ声をかけ、学生等のアイ

デアを試作する際に必要な機器（CAD 等）を無償で利用させてもらい、学生等

が試作に取り組んだ例が確認された。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 学校とつながりのある企業が試作時に CAD を無償利用させてくれた。

（商品化途中）  

 地域の学生等のためであれば、無償協力を厭わない企業も多い。（商品

化途中）  

 装置を使わせてくれた企業については、もともと学校とつながりがあ

り、また学生支援にも協力的であったため、学校から機器利用をスムー

ズに依頼できた。（商品化途中）  

 商品化のプロセスでは、企業の設備を利用して試作を繰り返し、量産用

の設備を使用した際の最適条件を探っていった。（商品化達成）  

 

（ⅴ）試作の実施  

 

地域の企業が、学生等のアイデア商品化するために試作を実施した例が確認さ

れた。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 地域の制作会社が生徒のデザインをもとにして実際に試作を実施した。（商品

化達成）  

 

（ⅵ）他企業の巻き込み  

 

地域の企業が、学生等のアイデア商品化するにあたって協力してくれそうな企
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業を探すコーディネータとしての役割を発揮した例が確認された。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 最初に協力してくれた卸業者が、製造企業や小売店等を巻き込んでくれた。

（商品化達成）  

 

 

（２）  中小企業支援機関  

 

学外の相談先として商工会議所等の中小企業支援機関が活用された場合に、企

業が協力した内容の概略を図表Ⅲ -3 に示す。  

 

図表  III-3 中小企業支援機関が各プロセスで協力した内容の概略  

 

  

 

 

 必ずしも商品化のプロセスだけで実施するものではないが、学生等がアイデア

をもとに特許出願を行う際に、その手続等に関する助言を行う例が見られた。ま

た、製品会に協力してくれそうな企業の探索に協力する例も見られた。  

 以下、中小企業支援機関の具体的な協力例を記載する。  

 

（ｉ）特許出願に向けた助言  

 

 学生等のアイデアに関する特許出願を検討していたが、自力で実施するのは難

しく、商工会議所の無料相談を利用して助言を得た例が確認された。  

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング

コンセプト検討

マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

特許出願に向けた助言

企業探索
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【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 大学の指導を得て特許出願することを考えていたが、種々の制約が発生

することが判明したため、商工会議所（知財総合支援窓口）を紹介して

もらい、自ら出願に取り組んだ。（商品化途中）  

 

（ⅱ）企業探索  

 

 商工会が地域のネットワークを活用して、学生等のアイデアの商品化に協力し

てくれる企業探索に協力した例が確認された。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 パテントコンテストで優勝したことで、商工会から、協力先を探すの

で商品化しようと話を持ち掛けられた。（商品化達成）  

 

 

（３）  研究機関  

 

学外の相談先として大学等の研究機関が活用された場合に、企業が協力した内

容の概略を図表Ⅲ -4 に示す。  

 

図表  III-4 研究機関が各プロセスで協力した内容の概略  

 

 

 

 

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング

コンセプト検討

マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

試作の実施

材料の仕入先紹介
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 学生等のアイデアをもとにして、試作の実施という点で協力する例が見られた

ほか、実際に生産していくにあたって、材料の適切な仕入先を紹介する例も見ら

れた。  

 以下、研究機関の具体的な協力例を記載する。  

 

（ｉ）試作実施  

 

 研究機関等が協力して、学生等のアイデアの試作や分析等を実施した例が確認

された。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 学生等のアイデアを商品化するための支援をしている TLO が材料購入

や試作に協力してくれた。（商品化途中）  

 試作にあたり、TLO が素材検討および素材提供に役割で協力してくれ

た。（商品化途中）  

 

（ⅱ）材料の仕入先紹介  

 

 学生等のアイデアを商品化するにあたり、必要な原料・材料等に関する仕入先

を紹介した例が確認された。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 工業技術センターから、原料を安定的に仕入れることに適した先を紹介

してもらった。（商品化達成）  

 

 

（４）  金融機関  

 

学外の相談先として金融機関が活用された場合に、企業が協力した内容の概略

を図表Ⅲ -5 に示す。  
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図表  III-5 金融機関が各プロセスで協力した内容の概略  

 

 

売るための戦略検討のプロセスでは、学生等に対してビジネスプランの勉強会

講師を務める等の例が確認されたほか、商品化プロセスにおいては学生のアイデ

アの商品化に協力してくれそうな企業を紹介する例が確認された。  

 以下、金融機関の具体的な協力例を記載する。  

 

（ｉ）ビジネスプラン等の解説  

 

 金融機関の職員が講師となって、学生等に対してビジネスに関する講義等を実

施する例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 金融機関の職員が「商品化検討に必要なビジネス知識の付与」「地元専

門家を巻き込む体制づくりと費用負担」「専門家に助言を受けるための

土台作り（ビジネスシナリオのアウトラインづくり）」等をサポートし

た。  （商品化途中）  

 

（ⅱ）企業の紹介  

 

 学生等の特許に着目した金融機関が、それを商品化するために適した企業を紹

介した例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 学校の WEB サイト経由で、地域金融機関から問い合わせがあり、企業

につないでもらった。  （商品化途中）  

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング

コンセプト検討

マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

企業の紹介ビジネスプランの解説
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（５）  自治体  

 

学外の相談先として自治体が活用された場合に、企業が協力した内容の概略を

図表Ⅲ -6 に示す。  

 

図表  III-6 自治体が各プロセスで協力した内容の概略  

 

 

 

商品化のプロセスでは、学生のアイデアの商品化に協力してくれそうな企業を

紹介する例が確認された。  

以下、自治体の具体的な協力例を記載する。  

 

（ｉ）企業の紹介  

 

 自治体が主催するコンテストでの受賞をきっかけとして、自治体が企業を紹介

してくれた例が確認された。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 企業探しが難航していたが、アイデアを市のコンテストへ応募したとこ

ろ受賞したことがきっかけとなり、市役所が当該アイデアを商品化して

くれそうな企業を紹介してくれて、商品化へと進めることができた。こ

れは、市役所の職員が「ただ受賞しただけで終わってしまってはもった

いない」という考えで企業を探してくれたことが大きい。また、当該地

域の特産品を使用したアイデアであったことも、好印象であったはずで

ある。（商品化達成）  

 

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング
マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

企業の紹介



- 52 - 

 

委員会においては、地元の特産品等、地域に由来のあるものを使ったアイデア

であれば、その地域の企業から協力を得やすいのではないか、という意見があっ

た。  

 

（６）  専門人材  

 

学外の相談先として自治体が活用された場合に、企業が協力した内容の概略を

図表Ⅲ -7 に示す。  

 

図表  III-7 専門人材が各プロセスで協力した内容の概略  

 

 

 

コンセプト検討のプロセスでは、学生等のアイデアの改善に資する助言を提供

する例が確認されたほか、戦略検討プロセスにおいては学生のアイデアを商品化

するためのビジネスプランについて検討する例が見られた。  

以下、専門人材の具体的な協力例を記載する。  

 

（ｉ）アイデア改善に関する助言  

 

 学外の専門家を招聘して、学生等が考えたアイデアをより実現性の高いものと

するための助言を得た例が確認された。  

 招聘した専門家については、企業で研究開発や知財関連の業務に取り組んでい

た者等が多い。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 外部講師を招聘し、知的財産の基礎知識や出願書類の書き方にとどまら

コンセプト検討 売るための戦略検討 商品化

アイデア出し

アイデアのスクリーニング

コンセプト検討

マーケティング戦略

価格の設定

試作・製品開発

テストマーケティング

生産

アイデア改善に関する助言 ビジネスプランの検討
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ず、アイデア出しのトレーニングまで網羅的に実施してもらった。（商

品化途中）  

 近隣で活動するデザインの専門家を招聘して、学生等のアイデアを形に

していく場面でスケッチ等の観点から指導をしてもらった。（商品化途

中）  

 コンセプト検討時になかなか意図するものを作れないという課題に直面

したが、地域の専門学校の教員から助言を得ながら進めることで解決し

ていった。（商品化達成）  

 

（ⅱ）ビジネスプランの検討  

 

 学外の専門家（例：中小企業診断士）が協力して、学生等のアイデアを活用し

たビジネスプランの検討に取り組んだ例が見られた。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 中小企業診断士が「工業製品に対し価値をつけていく作業の支援（市場

検討、製品企画等）」「知的財産を活かして製品展開を行う地元企業の紹

介」「ビジネスシナリオの検討」のサポートを行った。（商品化途中）  
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IV ．  アイデアを活用するプロセスから得られる効果  

 

１．  学生等が得られる効果  

 

（１）  概略  

 

アイデア活用のプロセスを通じて、学生等が得られる効果としてヒアリング調

査から得られたコメントの概略を図表Ⅳ -1 に整理した。  

 

図表  IV-1 アイデア活用のプロセスを通じて学生等が得られる効果  

 

 

 効果を整理すると、大きく「経験や機会」「資質や能力、マインド」「その他」

の三つに分けることができる。  

 まず「経験や機会」としては、失敗の経験や他者と協働する機会の獲得、製造

業の現場経験、学校で習った知識を実社会で活用する機会の獲得、学ぶことに対

する楽しさの発見、他の学生等における士気の向上等の点が得られる効果として

指摘された。  

 また「資質や能力、マインド」としては、アイデア創出に対するモチベーショ

アイデア創出に対するモチベーション向上
創造性の涵養

他の学生等における士気の向上

失敗の経験

自尊心の醸成

答えのない課題に取り組む姿勢

社会性の獲得

製造業の現場経験

ビジネスや知的財産に関する意識向上

他者と協働する機会 伝える力の向上

就職活動への好影響

学校で習った知識を実社会で活用する機会

学ぶことに対する楽しさの発見

得られる経験や機会 得られる資質や能力、マインド

その他
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ン向上、創造性の涵養、伝える力の向上、自尊心の醸成、答えのない課題に取り

組む姿勢、社会性の獲得、ビジネスや知的財産に関する意識向上等の点が得られ

る効果として指摘された。  

 そのほか、就職活動への好影響という点も、得られる効果として指摘された。 

 以下、各効果例に関する具体的なコメント等を記載する。  

 

（２）  効果例  

 

（ⅰ）失敗の経験  

 

 学生等がこうしたプロセスの中で失敗を経験して、再チャレンジすることに対

する意識を持つようになることが重要であるとのコメントがあった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 本人はこの経験をもとに将来に対する目標意識が高まり、自信をもって

何事にも取り組み、失敗してもめげずに再度取り組む意識が身についた

のではないかと捉えており、学校では得られない体験を得る機会になっ

た。（商品化達成）  

 普段何気なく手にしている様々な商品が、実は様々なハードルを乗り越

えてようやく商品化されているということを、身をもって実感できたは

ずである。（商品化達成）  

 商品化しようとした際に、様々な課題に直面して挫折を経験したこと

も、長い目で見れば貴重な糧になっているはずである。（商品化達成）  

 

（ⅱ）他者と協働する機会の獲得  

 

 商品化を目指していく中で、他者と議論しながら協働して作り上げていくプロ

セスを経験できる良い機会であるとの指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 アイデアの仕様・機能の変更に議論が及んだ際、その設計変更が権利範

囲を逸脱するものかどうかについて、学生から自発的な議論がなされ

た。（商品化途中）  

 話し合いの中で相手に自分が思っていることを正確に伝えることの大切
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さや、相手が何を考えているかを理解することの大切さを実感してい

た。（商品化途中）  

 商品化に向けたプロセスを経験することによって、他者との関わり方を

実践で学べる貴重な機会ともなっている。世の中で将来活躍する人材

は、必ずしも成績の良い生徒だけではなく、「他者との関わり方」をわ

かっていたり「他者への思いやり」を持っていたりする生徒ではないだ

ろうか。（商品化達成）  

 チームで計画を立てて活動し、計画通りに進まない場面に出くわした際

に、それを修正・改善しながら進めていくという、他者と協働して良い

ものを作り上げるプロセスを経験できたことは、必ず将来役立つはずで

ある。（商品化達成）  

 

 委員会においても、一つのことにチームで取り組む経験の重要性につい

て言及されており、例えば図面作成が得意な人材や PR が得意な人材、写真

が得意な人材、チーム作りが得意な人材が集まることで、一人では達成でき

ないことを乗り越えようとする経験が重要であるとの指摘があった。チー

ムで取り組んで刺激を出すことは、デザイン思考で有名な企業においても

取り組まれていることであり、非常に有用なプロセスであるとの指摘があ

った。  

 

（ⅲ）製造業の現場感覚の醸成  

 

 学生等がアイデアの商品化に向けて実際に企業の製造現場に入ることによっ

て、製造業における現場感覚の醸成につながるという指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 こうした取組を通じて、学生等は実際に販売する商品の製造に関わる機

会を持つことができる。（商品化達成）  

 自ら手を動かして体験することによって、例えば食品分野であれば、食

品を取り扱う上で重要な衛生感覚を身につけることができる。（商品化

達成）  
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（ⅳ）学校で習った知識を実社会で活用する機会の獲得  

 

 学生等が学校で習った知識を、実社会の現場で活用できる機会になるというコ

メントがあった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 学校で習ったアンケート等の分析手法を使って、実際に自分の製品の市

場評価を分析することができる。アンケートの方法に対して、企業から

現場感覚での助言を得ることもでき、良い成長の機会になる。（商品化

達成）  

 学習した様々な知識を、アイデアを商品化していくプロセスの中で実際

に活用できたことは、非常に良い経験となった。知識として知っている

だけのことが、実際に使えるということを身をもって体験でき、これは

今後社会に出ていくにあたって非常に役立つものであると感じている。

（商品化達成）  

 

（ⅴ）学ぶことに対する楽しさの発見  

 

 学生等が商品化に取り組むことによって、学業そのものに対する興味・関心が

高まり、熱心に勉強に取り組むようになるというコメントがあった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 もともとはあまり授業にも出ず、単位も取れていなかった学生が、アイ

デアの商品化に取り組む中で学業に真剣に取り組むようになり、４年生

の１年間で、１～３年生の３年間よりも多くの単位を取った。（商品化

達成）  

 

（ⅵ）他の学生等における士気向上  

 

 学生等のこうした取組が、他の学生や兄弟姉妹等にも波及して、全体としての

士気向上につながるという指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 一人がこうした取組で成果を挙げると、他の学生等における士気向上に
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もつながる。（商品化途中）  

 姉の活動を見ていた弟が関心を寄せ、改良版の発明に取り組むようにな

った。（商品化達成）  

 

（ⅶ）アイデア創出に対するモチベーション向上・創造性の涵養  

 

 学生等がこうした取組を経験することによって、アイデアを考えることに対す

る意欲が増加するという指摘があった。また、与えられた課題ではなく自ら設定

した課題の解決に取り組むことが創造性の涵養につながるというコメントもあ

った。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 学生にとっては、アイデアを出すことに対するモチベーション向上につ

ながる点が大きな効果である。（商品化途中）  

 アイデアを創出することに対するモチベーションは相当向上する。（商

品化途中）  

 発想が柔軟になるという点で、生徒に対する教育効果は一定程度あると

思われる。（商品化途中）  

 学校の授業にはたいてい決まった答えがあり、そこにたどり着くアプロ

ーチを学ぶものが多いが、このような取組は答えのないものに対して、

様々な知恵や工夫を凝らしながらアプローチしていくことになり、発想

の柔軟性や創造性の涵養につながる。（商品化途中）  

 大企業のような整った設備がない環境のなかで取り組むことで、工夫す

ることに対する意識が高まる。（商品化達成）  

 生徒にとっては、アイデアを出すことに対するモチベーションが高まる

機会になっている。生徒にとっては、自分の考えたアイデアが形になり

世の中に出ていくことは、純粋に嬉しいことである。（商品化達成）  

 アイデアが新聞等に記事として紹介され、生徒にとっては他者に認めら

れたことでアイデアを頑張って考えるということに対するモチベーショ

ンにつながったことは確かである。（商品化途中）  

 学生は与えられた課題ではなく、自ら設定した課題に対する解決策を考

えるという経験ができ、創造する楽しさに気が付いたのではないか。

（商品化途中）  

 学生としては、自身でアイデアを発想することの面白さを実感すること
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ができ、さらにアイデアを実際に商品化することの難しさを知った。

（商品化途中）  

 

（ⅷ）伝える力の向上  

 

 自身のアイデアを様々な場面で紹介する経験を積むことによって、他者へわか

りやすく伝える能力が磨かれるというコメントがあった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 自分の考えを大人にわかりやすく伝える良い訓練になる。大勢の前でプ

レゼンテーションしたり、社員と議論したり、モニター会で試作品を紹

介する中で、学生のコミュニケーション能力が明らかに成長しているこ

とがわかる。（商品化達成）  

 アイデアを考えるだけでなく、プレゼンテーションまで行うことがで

き、自身の成長につながったと感じている。アイデアをどのように説明

すれば他者により理解してもらえ、また魅力が伝わるかという点を学ぶ

ことができた。（商品化達成）  

 

（ⅸ）自尊心の醸成  

 

 学生等がこうした取組にチャレンジしていくことによって、自尊心の醸成につ

ながるという指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 自分でアイデアを出して特許権を取得するということ自体が貴重な経験

になると同時に、自信にもなっているはずである。（商品化途中）  

 学生等にとっては、第一に自信をつける機会になったと思う。（商品化

途中）  

 生徒の在学中に商品化まで進めることはできなかったが、生徒のアイデ

アに関心を示してくれた企業がいたことについては、自信につながった

と思う。（商品化途中）  

 アイデアを企業に認めてもらえたことは、学生にとって自信になった。

（商品化途中）  
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（ⅹ）今後求められる人材に必要な資質・答えのない課題に取り組む姿勢の育成  

 

 今後、企業等が求める人材に必要な資質や、答えのない課題に取り組む姿勢を

育成できる可能性があるという指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 理工系では、モノづくりにおけるプロセスの一部を担える技能習得を目

的として教育がなされている場合もあるが、そうした単純な技能はこれ

からどんどん代替されていく可能性がある。企業等が求める人材は「ア

イデアを出せる人材」であり、そうなると学生は開発力や創造力を身に

つけていかなくてはならない。アイデアをもとにして特許を取得した

り、また商品化に向けた活動に取り組んだりすることは、まさにそうし

た力を身につけるきっかけとなるものである。（商品化途中）  

 こうした取組を通じて、答えのない課題に対してどのように考えてアプ

ローチしていくかという姿勢を身につけることが重要であろう。（商品

化達成）  

 正解のない問題に対して、これまで自分が得た知識や経験をどのように

活用することでよりよいアプローチになるか、という考え方を体験する

ことができた。世の中の多くのことは正解がないものであると思うの

で、今回そのようなアプローチを体験することができたのは将来役立つ

と思う。（商品化達成）  

 

（ⅺ）社会性の獲得  

 

 学生等がアイデアの商品化に向けて様々な関係者と接することによって、社会

性の獲得につながるという指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 他の学生等が経験しないであろう、大人との打ち合わせやメディア等の

表舞台での受け答えの経験、遠方へ一人で出張することが貴重な経験と

なった。（商品化途中）  

 大人の世界に触れる経験をした学生等は、社会性を自ら育んでいける素

地が形成される。  

 アイデアを実用化していく過程で、色々な人の話を聞いたり助言をもら
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ったりする中で、「他者との協働」や「他者への感謝・尊重」等の機会

になることも見逃せない効果である。（商品化途中）  

 社会人として今後身につけるべき知識やノウハウ、チームで物事を進め

る考え方といった、今後の社会参加に向けた経験の場としての成果が大

きい。（商品化達成）  

 生徒にとっては、3 年の間に、考えたアイデアで特許を取得し、さらに

商品化まで実現できたことで、世の中の動きを知ることのできる非常に

貴重な経験になったと思う。（商品化達成）  

 学生時代に、企業との話し合い等に参加したのは、貴重な経験であっ

た。（商品化途中）  

 

（ⅻ）ビジネス・知的財産に関する意識向上  

 

 ビジネスや知的財産に関する知識が漠然としている学生等にとっては、ビジネ

ス・知財の意識を持てる良い機会となるという指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 工業系の学生等であるが故か、「ビジネスとは何か」について漠然とし

た理解しかなかった。そのような状況では、活用を考えるのは難しいの

で、最初にビジネスについて学ぶ意義は非常に大きいと考える。「プロ

ダクトアウトの発想からマーケットインの発想へと転換を図ること」

「ビジネスは冷たい無機質なものではなく心の通ったものであること」

を伝達いただいたことは重要であった。（商品化途中）  

 特許権から始まったプロジェクトであったが、議論を行う中で、デザイ

ンの話、ブランドの話へと議論が移っていき、知的財産を総合的に活用

していく必要性を体感できるプログラムへと発展していった。（商品化

途中）  

 これまでは自分の作りたいものを作っていたが、商品化の取組を通じて

世の中のニーズを考慮すべきという気づきがあった。（商品化途中）  

 

（xiii）就職活動への好影響  

 

 商品化を体験することが、学生が就職活動を行ううえで良い影響を与えている

というコメントがあった。  
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【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 商品化に取り組むうちに、就職活動の時期に差し掛かる。就職活動を行

うにあたって、商品化活動は貴重な経験となるし、多くの社会人と話せ

ることは良い経験である。（商品化達成）  

 自身のアイデアをもとに商品化したという経験が、就職活動の際に自己

PR として役立った。普通はアルバイトや部活動、サークル活動等の経

験を話すことが多いが、それらとは違った視点で PR することができ、

採用担当者にもよい印象を与えることができたのではないかと思う。

（商品化達成）  
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２．  学校が得られる効果  

 

（１）  概略  

 

アイデア活用のプロセスを通じて、学生等が得られる効果としてヒアリング調

査から得られたコメントの概略を図表Ⅳ -2 に整理した。  

 

図表  IV-2 アイデア活用のプロセスを通じて学校が得られる効果  

 

 

効果を整理すると、大きく「学校組織としての効果」「教員にとっての効果」の

二つに分けることができる。  

 まず「学校組織としての効果」としては、こうした活動に学校として取り組む

ことによって、学校の雰囲気向上や対外的な PR につながるという指摘があった。 

 また「教員にとっての効果」としては、アイデアの創造や活用、知的財産とい

う面からの取組を通じて、教員自身も新たな気づきを得ることができるという指

摘や、通常の授業では見られない各学生等の特徴や魅力に関する再発見につなが

るという指摘もあった。  

 

（２）  効果例  

 

（ｉ）学校の雰囲気向上  

 

 こうした取組を通じて学生等に活気が生まれ、学校の雰囲気が良くなることが

メリットであるとの指摘があった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 教員にとっても、こうした取組を通じて学生全体が良い雰囲気になって

いくこと自体が大きなメリットであると感じられる。（商品化途中）  

 生徒に良い効果が見られること自体が学校として大きなメリットであ

学校の雰囲気向上

学生等の魅力に関する再発見

教員のとっての新たな学び・気づき

組織としての効果 教員にとっての効果

学校の対外的なPR
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る。（商品化途中）  

 

（ⅱ）学校の対外的な PR 

 

 学校として学生等のこうした取組をサポートしていることが、結果的に対外的

な PR につながるというコメントがあった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 学校として「このような人材育成に取り組んでいる」ということも、対

外的な PR につながると思う。（商品化途中）  

 こうした取組が活性化していくことで学校が輝き、地域に対して学校の

魅力を PR できるようになるため、パブリシティという観点で非常に大

きな効果がある。（商品化達成）  

 少子化等の影響で、地方には存続が危ぶまれる学校もある中で、こうし

た取組を通じて学校の魅力を PR していくことは重要である。魅力が伝

われば、生徒が集まってくる。（商品化達成）  

 学校の活動を広く PR できる貴重な機会となった。パテントコンテスト

で受賞し、さらに商品化に取り組んだことで新聞等のメディアにも掲載

され、高い PR 効果があったと捉えている。（商品化達成）  

 実際に報道等を見て「この学校に入りたい」という生徒も出てきてお

り、実際にそうした気持ちで入学した生徒が別のテーマでパテントコン

テストに取り組んでいる。（商品化達成）  

 普通の授業だけでなく、こうした生徒の取組を後押ししている点を PR

でき、地域の保護者や生徒に対して良い印象を持ってもらえる機会とな

った。（商品化途中）  

 学校にとっても一定の宣伝効果がある。商品パッケージに学校のロゴを

入れているため、そのロゴをたくさんの人が目にしたことになる。（商

品化達成）  

 

（ⅲ）教員にとっての新たな学び・気づき  

 

 学生等と一緒になって教員が取り組むことによって、教員にとっても新たな気

づきがあるという指摘があった。  
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【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 こうした取組を通じて、知的財産に関する知識等、教員が新たに学べる

部分もあり、相乗効果を期待できる。（商品化途中）  

 

（ⅳ）学生等の魅力に関する再発見  

 

 通常の授業とは異なる活動をすることによって、学生等が持つ授業では見えて

こない特徴・魅力を教員が発見できる機会になるという意見があった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 アイデア企画については、必ずしも学業の成績が良い生徒が良いアイデ

アを企画できるとは限らない。学業成績が良い生徒以外の生徒も脚光を

浴びて生き生きと取り組んでいることも多く、生徒の魅力を発見できる

機会ともなる。（商品化達成）  

 学業成績は生徒の特長を示す一面に過ぎず、こうした取組を通じて他の

面から生徒の特長・長所・強みを発見できることがわかった。色々な生

徒の様々な特徴が見えやすくなる。（商品化達成）  

 優れたアイデアを出す学生等が、皆もともと勤勉というわけではない。

学業成績が平凡な学生や、あまり学校に通っていなかった学生が、アイ

デアのプレゼンテーションになるとまるで別人のように見事なプレゼン

テーションをすることがある。まじめに勉強する能力と、アイデアを創

造して他者に伝える能力は別物である。アイデアの商品に関する取組

は、そのような能力にスポットが当たる機会である。（商品化達成）  
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３．  企業が得られる効果  

 

（１）  概略  

 

アイデア活用のプロセスを通じて、企業が得られる効果としてヒアリング調査

から得られたコメントの概略を図表Ⅳ -3 に整理した。  

 

図表  IV-3 アイデア活用のプロセスを通じて企業が得られる効果  

 

 

効果を整理すると、大きく「対外的な PR」「事業活動の強化」の二つに分ける

ことができる。  

 まず「対外的な PR」としては、学生等に企業のことを知ってもらえる機会に

なるという指摘や、社会貢献活動としての PR につながるという指摘、補助金申

請等においても地域貢献的な文脈で PR できる材料になるという指摘があった。 

 また「事業活動の強化」としては、特に中小企業においては自社として新たな

取組を始めるきっかけになるという指摘や、それを通じて事業の幅を拡大するき

っかけになるという指摘、専門家等とのネットワークを拡大するきっかけになる

という指摘があった。  

 

（２）  効果例  

 

（ｉ）中小企業が学生等に PR する機会  

 

 特に中小企業にとっては、学生等の取組へ協力することによって、学生等に対

する PR 効果へとつながるという指摘があった。  

 

 

学生等へのPR

補助金申請等におけるPR

社会貢献活動としてのPR

対外的なPR 事業活動の強化

企業として新たな取組を始める契機

事業の幅の拡大

ネットワークの拡大
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【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 学生等にとっては中小企業を身近に感じることができる体験であり、

PR になる。（商品化達成）  

 地域の学生は、大企業のインターンシップに参加することも多いが、就

職先は地域の中小企業となることも多い。学生の間にこうした取組を通

じて中小企業の製造現場を体験することによって、より具体的なイメー

ジを持つことができるであろう。（商品化達成）  

 

（ⅱ）社会貢献活動の PR 

 

 企業にとっては、社会貢献活動に取り組んでいることを PR できるという意見

があった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 企業のとっては、やはり社会貢献への取組を PR できるという点でメリ

ットがあるのではないだろうか。  （商品化達成）  

 企業イメージの向上という点で大きな効果があるはずである。地域の学

校に協力する企業として、地域内での評判も高くなるであろうし、実際

にそうした評判を耳にした地域の住民がその企業へ足を運んで商品を購

入する機会も増えるので、イメージアップに伴う売上向上という面でも

効果がある。（商品化達成）  

 テレビ等で取り上げられ、広報的にプラスの効果があった。（商品化達

成）  

 

（ⅲ）補助金申請等における PR 

 

 地域の資源等を活用した事業に取り組んでいることを PR することで、補助金

申請等の場面で有利に機能する可能性があるとのコメントがあった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 地域の資源を活用した事業に取り組むことによって、何らかの補助金を

得られる可能性があるということを聞いたことがあり、そのような点で

も企業にとってのメリットにつながるケースがあるかもしれない。  

（商品化達成）  
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（ⅳ）新たな取組を始める契機  

 

 学生等のアイデアを商品化するためのサポートをしたことがきっかけで、企業

としても新たな技術を開発できたという例や、知財活動を始めるようになったと

いう例があった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 学生等のアイデアを商品化することに協力し、自社としてもその後新し

い技術を開発するきっかけになった。その後開発した技術で、自社独自

の特許を取得することもできた。  （商品化達成）  

 自社としても、特許や商標といった知財活動を始めるきっかけになっ

た。（商品化達成）  

 

（ⅴ）事業の幅の拡大  

 

 新商品開発のプロセスに関与することで、企業としても事業の幅が広がったと

いう声があった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 下請け型の企業であったが、今回の取組を通じて自社独自の新製品を開

発する企業へと変化でき、事業の幅が広がった。（商品化達成）  

 学生は消費者としての目線を持っているため、企業としても非常に参考

になるもので、学生ならではの価格観が企業からすると新しいものであ

った。（商品化達成）  

 

（ⅵ）ネットワークの拡大  

 

 新商品開発のプロセスに関与することで、これまでは関わったことのない企業

や専門家とのネットワークを構築できたという声があった。  

 

【ヒアリング調査で得られたコメント例】  

 学生等のアイデアを商品化する過程で、これまでネットワークがなかっ

た様々な企業や専門家と知り合うことができた。（商品化達成）  
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V ．  調査結果の分析・とりまとめ  

 

学生等が「新しいものを創造すること」や「創造したものを権利化」するだけ

でなく、「創造したもの」を活用する、すなわち、社会に役立てる経験を積むこ

とは、新たな創造を社会に応用、展開する実践力を持つ知財人材の育成につなが

り、さらにこのような知財人材の育成は日本のイノベーション創出の促進に資す

るものとなる。本調査研究では、学生等のアイデアを社会で活用する際の課題と

該課題の解決策を明らかにすることを目的として、学生等のアイデアに関する商

品化の事例を調査・分析した。  

 

１．学生等のアイデアを商品化するプロセスについて  

 

（１）学生等のアイデアを商品化するプロセス毎の課題や解決策  

 

 ヒアリング調査を踏まえ、学生等のアイデアを商品化するプロセスを大きく、

「コンセプト検討」「売るための戦略検討」「商品化」の３つに分けて、課題・解

決策を分析した。  

 

【学生等のアイデアに基づく商品化における主な課題】  

コ

ン

セ

プ

ト

検

討  

○アイデアのコンセプトの明確化  

 学生のアイデアは身近な生活の課題や不便から思いつくことが多い

が、一歩進めて他者にとってそのアイデアがどう役にたつかなどのア

イデアの特徴や PR ポイントの検討が不十分なケースが多い。  

○既存技術に対するアイデアの強みの明確化  

 類似商品や関連する特許の調査が不十分なことが多く、既存技術に

対するアイデアの強みを明確化・差別化できていないケースが多い。 

売

る

た

め

の

戦

略

検

○想定する顧客の検討  

 買ってくれそうな顧客は誰か、既存の商品も踏まえて本当に想定顧

客のニーズに応える商品となっているか等の検討が不十分なケース

が多い。  

○デザインなどの検討  

 アイデアがユニークであっても商品を売るためにはキャッチコピー

やデザイン等も重要になるところ、想定する顧客に訴える商品名や

デザインの検討が不十分なケースがある。  
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討  ○商品価格の検討  

 原価に対して利益がでる程度、かつ想定する顧客が買いそうな商品

の価格設定の検討が十分でないケースが多い。  

商

品

化

検

討  

○専門家への相談  

 試作品の作製、商品の試験や販路開拓などは学生等のみでは難しい

場面が多々でてくるが、そのような場面毎の相談先が分からず、商品

化が進まないケースが多い。  

 企業に協力を打診しても、協力をとりつけることができないという

ケースもある。  

○資金の流れの明確化  

 商品化に必要なコストの負担、商品化後に生じ得る利益の管理をど

のように行えばいいかが難しいという声がヒアリングで多く聞かれ

た  

 

 

「コンセプト検討」の上記課題に対しては、「アイデアの感想や改善点を周囲

の人に聞いてみたりテストマーケティングを実施したりして、自分のアイデアの

特徴を確認する」「J-PlatPat やインターネット検索を通じて、類似商品や特許

の調査を行って既存技術との差別化を図る」といった活動が有効と考えられる。 

 「売るための戦略検討」の上記課題に対しては、「想定する顧客が誰であるの

かを再考する」「3C 分析のフレームワークを使って、自分のアイデアを商品化し

た際の市場分析を行う」「マーケティングのフレームワーク（4P：Product;製品、

Price;価格、Place; 流通、Promotion; 広告）を活用して、商品をどのような販

売ルートでいくらくらいの価格で売るのかを考える」「技術・機能面だけではな

く、想定顧客を意識したネーミングやデザインを考える」等の活動が有効と考え

られる。  

 「商品化」の上記課題に対しては、地元の商工会議所や自治体に相談して協力

してくれそうな企業を紹介してもらった例があった。企業に協力を依頼する際は、

「アイデア単品ではなく、マーケティングに関する企画案等も合わせて提案」し

たり、販売する商品のイメージがつかめるよう試作品を見せて協力を依頼したり

することで、企業がビジネスの具体的なイメージを描きやすくなり、協力を前向

きに検討しやすくなるであろう。  
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（２）共通して見られる課題・注意点  

 

 （１）で分析した商品化における各プロセスの課題の他に、プロセスにまたが

る課題やその他の課題として、権利維持等に要する資金、契約等に関する課題が

ヒアリングで多く挙げられていた。  

 学生等が知財権を自己実施して商品化に取り組む場合、その知財権の維持費用

は学生等が負担することとなる。一方、企業と協力して商品化に取り組む場合も、

アイデアの創作者である学生等が知財権を保有し続け、企業に当該知財権を使用

させようとするケースが多く、その場合でも知財権の維持費用という課題が生じ

る。ヒアリング調査では学生等と企業が協力して商品化したケースで、企業が維

持費用分を権利者である学生等に支払った例があったが、商品が売れて生じる利

益をどう配分するかは、例えば商品化に至るまでのコストや商品が売れない場合

のリスクを誰が負担しているか、学生等が金銭以外の対価を得ているか等のケー

ス毎の事情を考慮すべきと考えられる。  

学生等のアイデアに基づく商品化にあたっては、後々のトラブル防止のために、

商品化に要するコストの負担、知財権の維持費用、商品化後に生じ得る利益の配

分等を総合的に関係者間で相談し、学生等（未成年の場合は親の同意が必要）と

関係する企業等で事前に書面での取り決めを交わしておくことが望ましい。  

 しかし現実問題、契約について詳しくない学生等や学校が自力で取り決めを交

わすことは難しいので、適宜外部に相談することが望ましい。  

 

 上記（１）では、学生等のアイデアの商品化のプロセスを、「アイデアのコン

セプト検討」「売るための戦略検討」と「商品化」に分けて分析したが、現実に

は各プロセスは一方向に進むわけでなく、商品化しようとする中でコンセプト検

討に戻ったりしながら進んでいくものである。商品化に取り組む中でアイデア自

体が変わってくる場合もあるが、その場合は再度、知財権の権利範囲や商品の価

格・想定顧客等も見直すことが必要になる場合もある。  

 

 

（３）学生等のアイデアに基づく商品化のパターン例  

 参考までに、ヒアリング調査結果にもとづき、本調査研究の委員会にて検討し

た商品化のパターン例と留意点を以下に示す。  
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 自身が取得した特許権等を自ら実施して商品化する場合には、自ら資金を集め

て製造や販売を実施していくことになる。  

 一方、自身が取得した特許権等を他者と協力して商品化、もしくは他者（主に

企業）が主導して商品化するパターンもある。これらパターンの商品化の方法例

と主な留意点を以下にまとめた。  

 

図表  V-1 学生等のアイデアに基づく商品化のパターン例  

 

 

 

  

契約における主な留意点

商
品
化
の
パ
タ
ー
ン
例

自ら商品化

主体 知財権の扱い 商品化の方法例

⚫ 商品化に必要な資金、材料、
設備等を自ら調達し、自ら製
造・販売を実施する。

⚫ 例えば、クラウドファンディング
を利用するなどの資金調達方
法がある。

⚫ 企業等に対し、商品アイデア
やビジネスプランをアピールし、
商品化を持ちかける。

⚫ 企業との交渉が成立したら、
企業と相談しながら戦略検
討・製造・販売を実施する、
あるいは、企業が主導して戦
略検討・製造・販売を実施す
る。

⚫ お金を管理する体制を検討する必要がある。
⚫ 例えば、学外のTLOやOBが設立した法人等に、収入の

一元管理を委ねる方法がある。

⚫ 後々、商品が売れて収入が大きくなった際にトラブルになら
ないよう、発明者と実施者などの関係者間で事前に書面
の取り決めを交わしておくことが望ましい。

⚫ 取り決めの交渉が難航する場合は、商品化に向けた進捗
段階に応じて、取り決めを変更することを検討することも有
効。

⚫ 商品化に要する費用は他者に負担してもらうよう交渉す
る。

⚫ 知財権を譲渡した場合、譲渡先の他者が商品化を行わ
ない可能性がある。

（企業に知財権を使用させる又は譲渡する際の契約例）
✓ 他者が特許・意匠を使用する権利を取得することの対価
として、権利者が金銭を受け取る。

✓ 権利者が受け取る金銭は、知財権を維持するための費
用のみ、一定額又は売上の一定比率などが考えられる。

✓ 使用又は譲渡の対価を得ない代わりに、 「商品に発明
者の氏名や学校名を記載する」などにより学生等や学校
のインセンティブを設計する。

他者と協力
して商品化

他者が
商品化

自ら使用

他者が使用

他者に譲渡

自らも他者
も使用
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２．知財人材育成関連施策等に対する示唆  

 

（１）知財人材育成上の効果  

 

 我が国の知財人材育成については、例えば知的財産推進計画 2017 の「「国民

一人ひとりが知財人材」を目指した知財教育・知財人材育成の推進」という項目

の中で「今や、知的財産が我が国の競争力の鍵を握る存在になる中、国民の誰し

もが何らかの形で、知的財産の創造に始まり知的財産の保護・活用に至る知的創

造サイクルの一翼を担いつつ、新たな価値を創出していくことが求められている」

と指摘されていることに加えて、知的財産推進計画 2018 でも「イノベーション

の創出のためには、新しいものを創造する人材や、創造されたものを活用したり他

の様々なものと組み合わせたりして、新しい価値を生み出す仕組みをデザインでき

る人材が必要」という指摘がなされている。  

本調査研究によれば、学生等のアイデアに基づく商品化の取組により、新たな

創造を創出できる知財人材の育成等、多様な観点から有益であることが示唆され

た。  

 

【知財人材育成に資する効果例】  

○創造性の涵養  

 学校の授業にはたいてい決まった答えがあり、そこにたどり着くアプロ

ーチを学ぶものが多いが、学生のアイデアに基づく商品化の取組は答え

のないものに対して、様々な知恵や工夫を凝らしながらアプローチして

いくことになり、発想の柔軟性や創造性の涵養につながる。  

○ビジネス・知的財産に関する意識向上  

 特許権取得・商品化に取り組む中で、デザインやブランドも検討する必

要に気付き、知的財産を総合的に体感できる。  

 技術的アイデアを創造した学生が商品化に取り組む中で、「プロダクトア

ウトの発想からマーケットインへの発想へと転換を図ること」「世の中の

ニーズを考えること」の重要性を学ぶことができる。アイデアに基づく

特許権取得だけでなく、一歩進んで商品化に取り組むことは、将来、社

会人として働くことになるだろう学生にとって貴重な経験となる。  

 

上記は、知財人材という視点から整理した効果であるが、これ以外にも例えば

企業など学校外の人に協力してもらって商品化に取り組む過程で「他者へアイデ



- 74 - 

 

アを伝える力の向上」「他者と協働することによる社会性の獲得」といった効果

や、試行錯誤しながら自ら商品化に取り組むことで「自らアイデアを考えること

による自尊心の醸成」「答えのない課題に取り組む姿勢の育成」といった効果等、

知財人材育成の効果をさらに高める能力・資質やマインドの育成にもつながるこ

とは注目するべき点である。  

 

（２）知財人材育成に資する環境の整備  

 

 学生等に対する知財人材育成は、教育現場だけでなく公共団体や地元の企業等

のサポートを得て取り組むことも有効であるが、そのためにはサポートする者に

とってのインセンティブも必要となるであろう。  

  

 この点、本調査研究の結果を「学校が得られる効果」「企業が得られる効果」

として整理した。例えば学校が得られる効果としては、主に「学校組織としての

効果」「教員にとっての効果」としてとりまとめており、学校としての PR につ

ながるだけでなく、教員にとっても新たな気づきを得られる機会になっているよ

うである。また、商品化プロセスを通じて学生等がどのような教育的効果を得ら

れるかという視点も重要であり、例えば「色々な人の話を聞いたり助言をもらっ

たりする中で、「他者との協働」や「他者への感謝・尊重」等の機会になる」「社

会に直接触れる経験をすることで社会性を身につけるきっかけとなる」「アイデ

アを他者に分かりやすく伝える経験をすることで表現力が向上する」等の教育的

効果が挙げられている。  

 企業が得られる効果としては CSR などの「対外的な PR」に関する部分が多い

他、消費者としての学生世代の目線の把握や、特に中小企業が学生等に協力する

場合には学生のアイデアを自社商品に取り入れて「事業の幅を広げる」というメ

リットも期待できる。  

 本調査研究では、学生等のアイデア活用の取組に利用できる手引書として、学

生等向けだけではなく、学校向けおよび企業向けも作成し、当該手引書ではこう

した効果についても触れた。今後、このようなツールを活用しながら、学生等を

知財人材として育成するために必要な外部支援者等のサポートがより活性化す

ることが期待される。  
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３．まとめ  

 

今後我が国がイノベーションを創出し続けていくには、新たな創造や権利化の

意識を持った人材だけではなく、それを社会に活用できる意識や資質を持った人

材の育成が必要である。  

学習指導要領の改訂もあり学校教育段階において創造性の涵養を重視するよ

うになってきているが、商品化を通じて学生のアイデアを社会に役立てて活用し

ようとする活動はさほど活発にはなっていない。  

本調査研究では、学生等のアイデアを社会に活用しようとする際に生じる課題

や注意点、解決策等についての調査を実施した。学生等のアイデアを活用しよう

とする際には、単に思い付きのアイデアで特許を取得するだけでは足りず、世の

中のニーズ、想定する顧客などから「コンセプト検討」「売るための戦略検討」

「商品化」といったビジネスの観点も検討する必要がある。  

特に売るための戦略検討については取組上の課題が多く聞かれており、全く取

り組めていない事例も多かった。そのような事例ではアイデアに関する特許権を

取得した段階で止まったままになっており、商品化に向けてうまく進めていない

ケースが多い。一方で、学生等のアイデアで特許権等を取得し、さらに商品化ま

で実現したケースにおいては、その過程で売るための戦略検討の視点を取り入れ

た活動を実施している傾向が見られた。アイデアを商品化する際には、技術面で

の検討だけではなく、マーケティング等の視点から売り方を考えることが重要で

あり、このような視点を重視して取り組んだケースでは、企業側がアイデアの商

品化をイメージしやすくなり、積極的に協力してくれるようになることが期待で

きる。また、売るための戦略を検討する中で、技術・機能面だけではなく、ター

ゲットに訴求できるようなネーミングやデザインまで検討することが望ましい。 

商品化のプロセスにおいては、協力してくれる企業の探索に関する課題や、試

作等に要する費用に関する課題がしばしば生じる。この課題に対しては、本報告

書に記載したような整理を参考として、学校以外の外部への相談を検討すること

が望ましいといえる。  

学生のアイデアに基づく商品化の取組プロセスを通じて学生等が得られる効

果は多様であり、アイデアを社会に活用するという目的に向かって進めるような

機会や経験を蓄積できるという点や、創造性や社会性、コミュニケーションスキ

ル等の資質や能力の獲得につながるという点がある。  

 学生等だけでなく、こうした取組に学校や企業等が協力する意義も大きいとい

う示唆も調査結果から得られており、今後本調査研究の結果として整理したプロ
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セスや手引書等を活用しながら、社会全体として知財人材の育成に取り組み、そ

れを推進していけるような環境整備が必要である。  
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Ⅰ．調査方針  

 

１．調査対象の選定  

 

 以下に示す事例のうち、学生等が特許権や実用新案権、意匠権等を取得したう

えで商品化に取り組んだ事例を調査対象として選定した。  

 

 平成 24～30 年度パテントコンテスト、デザインパテントコンテスト特許

庁長官賞受賞事例  

 特許ライセンスを活用した企業支援事業における事例  

 平成 23～30 年度知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業の参

加校における事例  

 平成 29、30 年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金「地域創成に資

する専門教育機関と中小企業の連携支援事業」の支援先学校における事例  

 第１回ものづくり製品化＆起業化支援事業における事例  

 知財活用アイデア大会における事例における事例  

 実践型課題解決プロジェクト｢Ai-SPEC（アイスペック）2016,2017｣にお

ける事例  

 その他、各種コンテスト等において特許権、実用新案権、意匠権を取得し

ている事例  

 

２．調査結果のまとめ方  

 

 上記の方針で調査した事例について、権利を取得しており商品化も実現してい

る事例と、権利を取得しているが商品化を公開情報からは確認できない事例とに

分けて整理した。  

 また、公開情報から把握できる範囲で「コンセプト検討」「売るための戦略検

討」「商品化」のプロセスにおける取組内容等を整理した。  
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Ⅱ．調査結果  

 

１．抽出された事例  

 

（１）権利を取得しており商品化も実現している事例  

 

 

 

（２）権利を取得しているが公開情報からは商品化を確認できない事例  

 

 

学校名等 商品名 登録番号 受賞歴等

大阪商業大学 オシャレ蛍光ワッペン 意1522284 大商大ビジネスアイデアコンテスト

大阪商業大学 ネコのコンセントカバー 意1585913 大商大ビジネスアイデアコンテスト

株式会社やくにたつもの、つくろう 空き缶分別箱 特5792881 -

岐阜農林高等学校
まくわうりの風味を引き出した
アイスクリーム

特6041413
平成３０年度パテントコンテスト
特許庁長官賞

駒澤大学 フォトローズ 特4260781 知財活用アイデア大会

埼玉大学 香る単語帳 特5595698
特許ライセンスを活用した企業支援事
業

埼玉大学 おまわりＱＲ 特5429909 知財活用アイデア大会

島原農業高等学校
米粉de枇杷タルト
（菓子の製造方法および菓子）

特5406393
平成２６年度パテントコンテスト
特許庁長官賞

高松農業高等学校 テンペ入りチーズの製造方法 特4209927
平成２７年度パテントコンテスト
特許庁長官賞

水戸農業高等学校

食品添加物を使用しない食肉加工
品の製造法

ベジータベーコン（麻生ハム工房
ネイチャーファーム）

特4295341
平成２４年度パテントコンテスト
特許庁長官賞

町田市少年少女発明クラブ ラップもどりま線！ 実3183769 第7回アイデアものづくりコンテスト

学校名等 商品名 登録番号 受賞歴等

一関工業高等専門学校 おろし器 特6360997 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
男鹿海洋高等学校 ネオジム磁石による波力発電装置 特6547096 平成30年度 パテントコンテスト受賞者
香川高等専門学校 言葉を真似る鳥の訓練装置 特6481090 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
香川高等専門学校 セルフカット支援システム 特6318325 平成28年度 パテントコンテスト受賞者

神久呂中学校 津波体験キット 特6344585 -

鹿児島工業高等学校
視覚障害者用の刺激による周辺環境
把握装置における障害物の検知方式
及び伝達方式

特6257011 平成28年度 パテントコンテスト受賞者

鹿児島工業高等学校 ペットボトルを分離する装置 特6413051 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
鹿児島工業高等専門学校 万能ドライバ 特6273410 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
勝田工業高等学校 安全画鋲 特6281034 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
岐南工業高等学校 自転車かご 特6413050 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
岐南工業高等学校 楽に移動できる学校用椅子 特6413049 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
岐阜工業高等専門学校 ランドセルカバー 特6407463 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
岐阜工業高等専門学校 ロープディスペンサー 特6153683 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
岐阜総合学園高等学校 ペットボトルで粉受け 特6196404 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
群馬工業高等専門学校 どこでもボード 特6360995 平成29年度 パテントコンテスト受賞者

瓊浦高等学校
ジャッキアップポイントプロテク
ター

特6322783 平成28年度 パテントコンテスト受賞者

高志高等学校 折りたためるブックストッパー 特6281035 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
公立はこだて未来大学 掲示用ストッパー 特6446611 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
島原農業高等学校 温泉水を用いた椎茸菌床栽培法 特6452099 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
上智大学 平らになりマウス 特6232531 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
上智大学 バドミントン練習用ターゲット 特6194133 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
上智大学 ベンチ 特6398036 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
上智大学 らくらく安心松脂ケース 特6383904 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
高山工業高等学校 紙類収集ボックス 特6470440 平成29年度 パテントコンテスト受賞者

多摩科学技術高等学校
ブロック型プログラミングシステム
における新たな言語変換方法

特6543785 平成30年度 パテントコンテスト受賞者
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２．商品化している事例の取組内容等  

 

商品化している各事例について、公開情報調査から得られた情報を、前述した

学生等のアイデアを商品化するプロセス（コンセプト検討・売るための戦略検討・

商品化）にカテゴライズし、整理した。  

 

 

（１）まくわうりの風味を引き出したアイスクリーム  

 

 

  

学校名等 商品名 登録番号 受賞歴等

徳島大学 替芯容器 特6496889 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
徳島大学 洗浄可能なストロー 特6295457 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
徳島大学 直線と曲線をせん断できるはさみ 特6226259 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
徳島大学 テープ供給装置 特6371943 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
徳島大学 本棚のデッドスペースを生かす棚 特6268625 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
徳島大学 まとまるノート 特6435449 平成29年度 パテントコンテスト受賞者

徳島文理高等学校
パラボラアンテナ及びパラボラアン
テナを備える通信装置

特6371944 平成29年度 パテントコンテスト受賞者

新潟工科専門学校 自転車 特6473857 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
新潟大学 補聴器の補助器具 特6343059 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
新居浜工業高等専門学校 ダイエットエプロン 特6432012 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
新居浜工業高等専門学校 持ち運び容易な折り畳み式テーブル 特6244511 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
沼津工業高等専門学校 汎用型刃物研ぎ器 特6357613 平成29年度 パテントコンテスト受賞者

日立第一高等学校
水ロケットのポリトロープ指数を取
得する方法と装置

特6298940 平成28年度 パテントコンテスト受賞者

福岡工業高等学校 携帯用靴ベラ 特6268338 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
福岡工業高等学校 しおり 特6481089 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
福岡工業高等学校 もの干しハンガー 特6421285 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
松本工業高等学校 クリーンデスク 特6281830 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
三池工業高等学校 車両盗難防止装置 特6476363 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
三池工業高等学校 ミニカッターマット 特6327683 平成28年度 パテントコンテスト受賞者
都城工業高等専門学校 腕時計金属ベルト 特6387484 平成29年度 パテントコンテスト受賞者
洛陽工業高等学校 ジャンパ線製作器 特6413049 平成29年度 パテントコンテスト受賞者

コンセプト検討 売り方の戦略検討 商品化

事例
概要

• 本巣市（旧真桑村）に由縁のある食材「まくわうり」を用い
て、地域活性化を図る。

• 漬物にしたり、香料にするなど様々な用途への活用について
検討を重ねてきていた。

• 県内の特産品（白川茶や枝豆）を使ったアイスを作ったノウ
ハウを活かした取り組みを検討。

• まくわうりアイスだけでなく、「まくわうりひろめ隊」を組
成し、商工会や観光協会の協力のもと、18の飲食店等がまく
わうりを用いたメニューを開発し、グルメフェアを開催。

• 「通常タンパク質分解酵素を含むまくわうりやメロン類はア
イスを製造する際、原料中のタンパク質と反応し苦味が生じ
る。アイスの原料中のタンパク質との反応を抑え苦味が生じ
るのを防ぎ、さらに味や香りが強いワタの部分を使用し、ま
くわうりを含むメロン類の果実の風味を引き出した冷菓とそ
の製造方法を検討した。」特許公報より

2014年（販売開始） 2016年（特許取得）
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（２）テンペチーズ  

 

 

（３）米粉 de びわタルト  

 

 

（４）おしゃれ蛍光ワッペン  

 

 

（５）ネコのコンセントカバー  

 

 

（６）ラップもどりま線  

 

 

コンセプト検討 売り方の戦略検討 商品化

事例
概要

• 岡山で研究が進む一方で知名度が低い”テンペ”を有名に
し、”テンペといえば岡山”を実現する。

• テンペを活用した食品の中でも、チーズとの相性がよいこと
を発見し、その”テンペチーズの製造方法”で特許を取得。

• 原料チーズにテンペを加えることで風味が増すことが特徴。
• テンペ以外の材料も”岡山県産”にこだわる。

• 国産（県内産）の材料にこだわった食品であるため、やや高
めの価格設定。

• 福谷チーズ工房の販路を活用。
• 地域イベントへ出品することでPR。

• 岡山市西商工会の支援を受けて、福谷チーズ工房の協力のも
と試作実施。

• 校内の小規模な設備で試作したときには発生しなかった課題
が発生。

• また、既に製造販売されている同社のチーズ製造工程現場を
体験することで知識・経験を取得。

• パッケージデザインを製作。

2000年（研究開始） 2010年（共同開発）2008年（特許取得） 2012年（商品化）

コンセプト検討 売り方の戦略検討 商品化

事例
概要

• 島原農業高校の「食品加工部」が継続的に地元産品の活用を
進めてきた実績があったため、地元企業が商品開発の協力を
依頼した。

• 「小麦粉アレルギーで子供に食べさせるお菓子に困っている
お母さんやお年寄りの方々まで幅広く手軽に安心して食する
ことができる商品」をコンセプトにした。

• 小麦粉のタルト生地の食感をそのままにした米粉のタルト生
地のレシピの開発に着手した。

• 「ビワは収穫期間が短く傷みやすい」という商品化する上で
の課題を克服するため、ビワを長期保存する新しい手法も開
発して、全国学芸サイエンスコンクール等で受賞。

• 校内で有機栽培したビワをトッピングした。

• 試食販売会を繰り返し、最終商品化。

2012年4月（開発開始） 2014年7月（販売開始）2014年（地元製菓業者と協力）2013年3月（特許出願） 2013年3月（特許登録）

コンセプト検討 売り方の戦略検討 商品化

事例
概要

• 歩行者の服やカバン、帽子など自分の思いのところに取り付
けることができる、オシャレな交通安全対策商品を考えた。

• 第11回大阪商業大学ビジネス・アイディアコンテストで東大
阪商工会議所会頭賞を受賞。

• コンテストに応募する段階で、市場性・実現可能性・新規
性・独創性・商品のデザインを提案する。

• 布施警察署を訪問し、安全商品の物品事例を確認する。
• 旭電機化成とターゲット層や原価について打ち合わせを行う。
• デザイン・サイズを完成させ、試作品を作成。
• 高齢者の多いコミュニティに協力してもらい、ターゲットで
ある高齢者にアンケート調査を行い、商品デザインとパッ
ケージが決定。

• 東京ギフトショーでバイヤーの意見を調査。

• 「第14回大商大ビジネス・アイディアコンテスト ファイナ
ルプレゼンテーション＆表彰式」で事業報告（企業との連携
事業）として商品について発表。

2013年10月（コンテスト受賞） 2014年１月（仮想顧客にアンケート調査）2014年7月（販売開始、意匠出願）2013年11月（旭電機化成と打合せ） 2015年3月（意匠登録）

コンセプト検討 売り方の戦略検討 商品化

事例
概要

• 家電のプラグに取り付けるだけで硬いコンセントでも簡単に
プラグを抜き取ることができる商品を考えた。

• 大学3回生の時に「第13回 大商大ビジネス・アイディアコン
テスト」にて、東大阪商工会議所会頭賞を受賞。

• ターゲット顧客のお年寄りが多い介護施設に、自社製品と他
社製品の両方を使ってもらい、アンケートとインタビューを
実施。他社製品との差別化が難しいためアイディアを方向転
換を決定。

• コンセント火災を防ぎ、部屋をオシャレに演出する可愛くて
安全なコンセントカバーにアイディアを方向転換。

• 「第14回大商大ビジネス・アイディアコンテスト ファイナ
ルプレゼンテーション＆表彰式」で事業報告（企業との連携
事業）として商品について発表。

2015年10月（コンテスト受賞） 2016年3月（商品コンセプトの方向転換） 2017年3月（販売開始） 2017年8月（意匠登録）2016年11月（意匠出願）

コンセプト検討 売り方の戦略検討 商品化

事例
概要

• 母親の家事を手伝った際、ラップフィルムが巻き戻り取り出
しにくくなることを何とかしたいと考え、アイデアを考案

• 第7回アイデアものづくりコンテストで町田市議会長賞を受
賞

• 全日本学生児童発明くふう展で奨励賞を受賞
• 展覧会でリケンテクノスの目に留まり、製品化

2014年（商品化）
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（７）フォトローズ  

 

 

各事例に関する参考文献  

 

  

コンセプト検討 売り方の戦略検討 商品化

事例
概要

• 大学生から大手企業等の開放特許を活用した商品アイデアを
募集し、支援機関とともにブラッシュアップを図りながら全
国大会で競い合い、斬新な商品アイデアの創出を目指す「知
財活用アイデア 全国大会」にて、駒澤大学経済学部ITプロ
フェッショナルクラスの学生7人がアイデアを提案。

• 写真を印刷したバラにスマートフォンをかざすと音声が聞け
る商品アイデアを提案。

• 富士通株式会社の所持する、目に見えにくい読み取りコード
を写真に重ねる特許技術を用いることで、画像の美しさを保
ちつつコードを印刷することが可能となり実現。

• 世田谷区内のフラワーショップや結婚式場への聞き取り調査
を行い、事業計画を組み立てた。

• 株式会社Ucaが「フォトローズ」という、結婚式の記念品と
しての利用を見込んだ商品として開発。

2015年（大会実施） 2016年（商品化）

商品名 参考文献/参考資料

本巣市　広報もとす（2014年10月号）
「若い世代が切り開く新たな魅力　岐阜農林高校まくわうりプロジェクト」

一般社団法人　日本伝統野菜推進協会　伝統野菜ニュース（2018年12月31日）
「岐阜県立岐阜農林高等学校「まくわうり」ひろめ隊－パテント・デザインパテントコンテストで特許庁長官賞受賞」

テンペチーズ
岡山県立高松農業高校　テンペ研究会
「テンペチーズの商品化」

米粉de枇杷タルト
パテントコンテスト・デザインパテントコンテスト　受賞校インタビュー
「平成26年度パテントコンテスト委員会」

オシャレ蛍光ワッペン
大阪商業大学　大商大ビジネス・アイディアコンテスト
アイディアの商品化実現　第11回（2013年度）『オシャレ蛍光ワッペン』

ネコのコンセントカバー
大阪商業大学　大商大ビジネス・アイディアコンテスト
アイディアの商品化実現　第13回（2015年度）『ねこのコンセントカバー』

公益社団法人　発明協会　少年少女発明クラブニュース
「商品化に向けて！！化学系メーカー・リケンテクノス（株）と共同で実用新案を取得！」（2013年11月）

町田まちづくり市民会議会報（2014年12月号）
「『発明は町田から』のスローガンの下、発明少女が出現」

リケンテクノスグループ　CSR報告書　2014

東京都知的財産総合センター活用事例
「株式会社Uca　アイデアを花開かせるためにまた新しい一歩を踏み出す」（2019年5月30日掲載）

日本経済新聞
「眠る特許　学生が覚醒促す 商品化提案し企業結ぶ/ビジネス感覚磨く場に」（2016年2月22日朝刊）

ラップ戻りま線！

まくわうりアイス

フォトローズ
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資料Ⅱ 
ヒアリング調査 
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Ⅰ．ヒアリング調査先  

 

# 学校名  事例  権利番号  

1 諫早農業高等学校  米粉 de びわタルト  特 5406393 

2 諫早農業高等学校  椎茸菌栽培方法  特 6452099 

3 大阪商業大学  ねこのコンセントカバー  意 1585913 

4 大阪商業大学  マグネット反射ワッペン  意 1522284 

5 鹿児島女子高等学校  そらま MEN 意 1410551 

6 岐阜農林高等学校  
まくわうりの風味を引き出した  

アイスクリーム  
特 6041413 

7 群馬工業高等専門学校  支持棒付きクリップボード  特 6360995 

8 瓊浦高等学校  
ジャッキアップポイントプロテク

ター  
特 6322783 

9 埼玉大学  香る単語帳  特 5595698 

10 上智大学  松脂ケース  特 6383904 

11 高松農業高等学校  テンペチーズ  特 4209927 

12 長崎工業高等学校  砂時計  意 1535402 

13 長崎工業高等学校  物干しざお  意 1633056 

14 新潟工科専門学校  ホワイトボードイレイサー  
特 5864795 

意 1586300 

15 新潟工科専門学校  麺計量器  特 5654702 

16 沼津工業高等専門学校  刃物研ぎ器  特 6357613 

17 山形大学  糸通し器  特 5285192 

18 山形大学  液だれ防止機能付きおたま  特 5605886 

19 山形大学  食品スライサー  特 6006451 

20 山本塾  津波体験キット  特 6344585 

21 
株式会社やくにたつも

の、つくろう  
空き缶分別箱  特 5792881 
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Ⅱ．ヒアリング調査項目  

 

１．アイデアの商品化に向けたプロセス  

 

（１）どのような経緯でアイデアを思いついたのか？  

（２）これまでに、商品化に向けてどのような活動をしてきたか？  

（３）今後、どのようなプロセスで進めていくことを考えているか？  

 

２．具体的な取組内容と課題  

 

（１）各プロセスの中で、具体的にどのような活動をしたか？  

（２）今後想定するプロセスの中で、どのような活動に取り組んでいくつもりで

あるか？  

（３）これまでに取り組んだ中で、どのような点で苦労したか？  

（４）今現在抱えている課題として、どのようなものがあるか？  

 

３．課題に対する解決方針  

 

（１）これまでに苦労した点をどのように解決したか？  

（２）解決にあたり、外部を含むどのようなプレーヤーが、どのような役割で貢

献したのか？外部者をどのように巻き込んだのか？  

（３）課題が出てきてから解決までにどの程度の時間を要したか？  

（４）今現在抱えている課題に対しては、どのようなサポートがあると前進しそ

うであるか？  

 

４．効果・教育的効果  

 

（１）アイデアの商品化に取り組むことで、どのような気づきがあったか？  

（２）どのようなスキル・知識があると、より円滑に商品化を進められると思う

か？  

 

  



 

 

 

 

 

資料Ⅲ 
実証検証 
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Ⅰ．実証検証の対象案件  

 

 本調査研究においては、以下の三件を対象として実証検証を実施した。  

 

# 学校名  案件名  

1 山形大学  糸通し器  

2 瓊浦高等学校  ジャッキアップポイントプロテクター  

3 沼津工業高等専門学校  刃物研ぎ器  

 

Ⅱ．実証検証の実施状況  

 

１．山形大学  

 

 山形大学・糸通し器を対象とした実証検証については、以下のとおり全４回実

施した。  

 

（１）第一回  

実施内容  ○糸通し器のコンセプト再考  

 当該アイデアが商品化された際に、それを買った人に対し

て提供できる価値を思いつく限り抽出。  

 抽出した価値と現時点で想定しているユーザーを組み合わ

せて、「その価値が誰にとってどのように良いのか」という

視点で整理することで、当該商品のコンセプトを明確化。  

○今後の取組方針の検討・整理  

 プロモーション方法を含めた戦略検討および商品として世

に出す方法についての検討が必要。  

 

 

（２）第二回  

実施内容  ○糸通し器に関する３C 分析  

 市場・顧客の観点では、想定顧客をリストアップしたうえ

で、そのターゲットの特徴や想定ニーズ、市場規模等の検

討を実施。そのターゲットが学生等のアイデアを商品化し

た場合に「いくらまでなら買いそうであるか」という視点
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での検討も実施。  

 競合の観点では、商品化した際に競合となりそうな商品を

リストアップしたうえで、それらの価格帯やユーザーにと

ってのメリット・デメリットを整理。  

 市場・顧客および競合の情報を整理・分析したうえで、改

めて本アイデアに関する特徴や優位性を整理。  

 

○商品化に向けた戦略検討  

 絞り込んだターゲットの特性等を想定しながら、機能面か

らだけではなく、そのターゲットにとって魅力的なデザイ

ンの検討を実施。  

 

 

（３）第三回  

実施内容  ○ターゲットを意識したデザインの検討  

 作成したデザイン案をもとにして、これを前面に出した PR

のストーリー等を検討。  

 

○PR 方法の検討  

 資金調達の手段としてだけではなく、市場からの反応を手

軽に得られるという面も併せ持っており、テストマーケテ

ィングの手段としても活用できるクラウドファンディング

の検討。  

 想定するターゲットへ PR するネーミングの検討。  

 

○知財面からの検討  

 意匠権・商標権取得の要否についての検討。  

 

 

 

（４）第四回  

実施内容  ○アクションプラン検討  

 いつ何を実現するかというゴールを決めたうえで、そこか

ら逆算していつまでに何の準備をしなければならないかと
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いう考え方でアクションプランを策定。  

 アクションプランを実践するにあたり、試作や PR 方法検

討、知財面での手当といった事項の検討。  

 今後、試作等を実施していく際に企業との連携を視野に入

れることも考えられる。その時に出願前のアイデアがある

ようであれば秘密保持契約等についても検討しておくこと

が必要。  
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２．瓊浦高等学校  

 

 瓊浦高等学校・ジャッキアップポイントプロテクターを対象とした実証検証に

ついては、以下のとおり全３回実施した。  

 

（１）第一回  

実施内容  ○商品化に向けた課題抽出  

 当該アイデアを商品化した際に、類似製品と比較してどの

部分を想定ユーザーに対する訴求ポイントとできるかを検

討。  

 そのためには、市場環境の大枠を調査することに加えて、

競合商品の特徴を調査することが必要。  

 そのうえで、ターゲットとなるユーザーを絞り込んでいく

必要がある。  

 

○戦略検討の頭出し  

 上記の視点で環境整理を実施できたら、どのような作戦で

商品を売っていくかを検討する必要がある。  

 具体的な方法としては、マーケティングのフレームワーク

（4P）を活用したり、コンセプトをより明確化したりする

ことが有効。  

 また、企業等へヒアリングを行うことで市場ニーズを捉え

ることも有効。  

 

 

（２）第二回  

実施内容  ○市場調査  

 競合調査を具体的に実施する前提として、そもそも市場に

存在している類似商品のパターンをサイズ・価格帯・想定

ユーザー・使いやすさ等の観点で整理。  

 その後、実際に販売されているもので競合となる可能性が

ある商品について、製造者・価格・素材・用途・使用方法

等の視点で特徴を整理。  
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（３）第三回  

実施内容  ○実証検証の振り返りと今後に向けた助言  

 本来的には、特許権を取得してから商品化やビジネスモデ

ルを考えるのではなく、ビジネスモデル等を考えたうえ

で、それに適した権利を取得するという順番で活動するこ

とがより望ましいことを助言。  

 取得した特許権を活用して、企業に商品化してもらう際に

は、商品化するにあたって必要となる設備を有している企

業を見つけることが重要。  

 地域において、どの企業がどのような設備を有しているか

は、公設試験場が知っている場合もあるので、公設試験場

に相談してみるのもよい。  

 ビジネスモデルを考えるにあたっては、まずは自由な発想

で理想像を考えてみるとよい。その理想と現実とを照らし

合わせた際に見えてくるギャップを埋めるのが事業戦略で

ある。  

 ある程度戦略の方向性が定まったら、「リーガル」「プロダ

クト」「流通構造」「顧客ニーズ」「話題性」「金額・利益

率」「競合企業」という 7 つの視点でさらに具体化するとよ

い。  

 生徒中心でこのような検討を進める際には、例えば１グル

ープ 6 人程度にしたうえで「進行役」「経営者」「総務部

長」「製造部長」「開発部長」「営業部長」という役割を与え

たうえでグループ検討を行うのも一案である。  
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３．沼津工業高等専門学校  

 

 沼津工業高等専門学校・刃物研ぎ器を対象とした実証検証については、以下の

とおり全３回実施した。  

 

（１）第一回  

実施内容  ○展開シナリオの検討  

 現在のところ特許権は取得しているが、本件についてはデ

ザイン面でも工夫が施されており、意匠権の取得も視野に

入れておく方がよい。  

 本製品を使用した場合に実現できる性能のインパクトをど

のような方法で PR できるかを検討しておく必要がある。

このとき、使用する人のレベル感によって求める性能のレ

ベル感が異なってくるため、ターゲットを検討することが

重要になる。  

 

○商品化の検討  

 学生が作った図面は概念図に近いものであり、企業側から

するとそのまま製造することは難しい。また、図面を詳細

化するにあたっては、企業が保有している設備や技術、加

工手順等を踏まえて製図することが求められるので、企業

と学生との間でよくコミュニケーションしながら進めてい

くことが必要である。  

 

 

（２）第二回  

実施内容  ○PR ポイントの検討  

 いくら技術がよい製品であっても廃れてしまうことはよく

ある。「ここがすごい」という視点だけではなく、「このよ

うに喜んでもらえる」という視点でアイデアを見直すこと

が重要である。  

 一見マイナスに捉えてしまうようなことでも、発想の転換

で便利さを訴求できるようになることもある。また、専門

用語を一般にわかりやすい言葉に言い換えることも必要で
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ある。  

 今後商品やチラシ等を準備していくにあたっては、「世界

観」という視点で参考にできる企業等がないかを探してみ

るとよい。  

 

○商品化の検討  

 商品化しようとすると資金が必要になってくる場面もあ

る。技術 PR を通じてパートナーを探す方法等が考えられ

る。地域の学生に対する支援へ協力的な企業へのアプロー

チや、クラウドファンディングの活用等があるのではない

だろうか。ただ、いきなり実施してもうまくいかない可能

性が高いので、まずは SNS 等を通じて種まき的に発信した

り、展示会等で PR したりする方法もある。  

 

 

（３）第三回  

実施内容  ○PR 方法の検討  

 今回のプロジェクトに関するキャッチフレーズと商品名を

考案。ロゴマーク等の検討も含めて、どのようなストーリ

ーとしてブランディングしていくかが重要になってくる。

その際、プロジェクトのキャッチフレーズと商品名のどち

らを前面に出していくかは検討しておく必要がある。  

 チラシ等に記載する謳い文句は３つに絞っておくのがよ

い。その際、３つのインパクトや順番は精査が必要。  

 

○商品化の検討  

 試作品を実際に手に取り、使用する人にとって気になりそ

うな点がないかを確認。機能面から見た残課題だけではな

く、安全性や衛生面等の複数の視点から確認を実施。  

 

 

（４）第四回  

実施内容  ○契約に関する検討  

 今後、商品化へ取り組んでいくにあたっては、製造協力先
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等との間で契約が必要になってくることを踏まえて、予め

その内容等を考えておく必要がある。  

 特許ライセンスに係る契約書のひな型として、独立行政法

人工業所有権情報・研修館が発行している「知っておきた

い特許契約の基礎知識」 2の特許実施許諾契約（91 頁）を参

考にしながら討議を実施。  

 あくまでも一つの考え方の例ではあるが、教育的な趣旨で

の取組であることを重視するのであれば、教育的な文脈で

の契約締結であることを契約書内で明記するという方法も

ある。  

 その他、各条項の詳細については基本的に企業との間で調

整することになるが、例えば次の点については検討してお

いてもよいのではないか。  

✓ 第 4 条（対価及び支払方法）について、イニシャルは削

除してもよいかもしれない。また、実施料を算定するさ

いのベースを、正味販売価格ではなく「利益」にするも

一案である。赤字（利益が発生していない）の際にはラ

イセンス料が発生しないような契約にすることによっ

て、企業側の負担を抑制するという効果がある。  

✓ 第 5 条（実施報告）について、本件のようなケースでは

必ずしも記載が必須ではないであろう。学生と企業の双

方に報告・監査・請求のコストが発生し、過度な負担が

発生してしまう可能性がある。例えば一年に一回面会を

して、活動報告や振込確認を行う程度でもよい。  

✓ 上記と同様に、第 7 条（帳簿の保管と閲覧）について

も、契約で定めてしまうと企業側の運用に負担感が生じ

てしまうので、削除してしまうのも一案。  

✓ 第 14 条（譲渡禁止）については、互いに協議をせずに

権利を譲渡することを防ぐものであり、学校としてもト

ラブルの防止と意味で、このまま残しておくとよい。  

✓ 第 16 条（契約有効期間）については、ひとまず権利者

が学生でいる間に限定するのも一案である。契約延長を

希望する場合には、契約終了日の半年前から協議を行う

                                                   
2  <https:/ /www.inpit.go.jp/katsuyo/archives/archives00013.html >（ 2020/2/29 アクセス）  

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/archives/archives00013.html
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という文言を加えてもよい。  

 企業との間で特に調整が必要な事項としては「利益の定

義」「生産上限数」等が挙げられる。  

 特許権以外に意匠権等を取得している場合でも、一つの契

約書にまとめるのが良いのではないだろうか。  

 こうした検討を学生が実施することによって、最終的にど

の程度の対価が還元されるかを想定できるようになり、活

用を見据えた創造・保護が重要であるという意識喚起につ

ながるのではないだろうか。  

 

○チーム内での利益配分に関する考え方  

 商品化に携わったチームメンバー内で、発生した利益等の

配分に関する取り決めをしておくものであり、当事者の数

だけ原本を作り、各自で保管しておくというものになるだ

ろう。  

 チームメンバーそれぞれの配分割合を決める必要がある。

権利者のアイデアがベースになった商品であるので、おそ

らく権利者の割合が高いことに違和感はないはずである

が、一方で図面化したメンバーやブランディングに取り組

んだメンバー等、それなりに貢献度が高いと思われるメン

バーもいるので、相談して調整していくことになるだろ

う。  

 

 

 

（５）第五回  

実施内容  ○商標および意匠に関する調査  

 今後商品化するにあたり、知的財産の側面からは特許だけ

ではなく商標や意匠の側面からも手当てを考えたほうが良

い。  

 J-PlatPat を使用して、想定される商品・役務名から本商品

の区分等を確認。  

 また、現在想定している商品名を J-PlatPat で検索し、既

に登録されている商標がないかを確認。  
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 意匠についても J-PlatPat を使用して、本商品の意匠分類

を確認。  

 確認された意匠分類で先行意匠を調査し、類似した意匠が

既に登録されていないかを確認。  

 

○維持費用等に関する調査  

 学生個人として出願した場合、現在適用される減免措置を

活用すれば、特許については請求項１つの出願を権利化

し、5 年間維持した場合に 2 万円程度の負担になる 3。  

 商標については 1 区分で 10 年分の登録とした場合に 4 万円

程度になり、意匠については 3 年間維持した場合に 4 万円

程度となる。  

 その他、確定日付（1 件 700 円）を申請するという考え方

もある。  

 

  

                                                   
3 2019 年 12 月時点。請求項の数によって変動することに留意が必要。減免措置の詳細は以下を参

照。  

<https:/ /www.jpo.go. jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/02_08.html >（ 2020/3/6 アクセス）  

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/02_08.html
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資料Ⅳ 
手引き 
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Ⅰ．学生等向け  
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Ⅱ．学校向け  
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Ⅲ．企業向け  
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