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背景 
2018 年 7 月～2019 年 3 月に実施された経営における知財戦略に関する調査事業の調査
結果をまとめた知的財産戦略事例集は、同業他社の知財戦略の把握や戦略を実行する
ための組織形成のモデルとして効果的であるだけでなく、業界間の垣根が低くなって
いる現状において異業種の知財戦略を把握して将来の競争に備えることにも効果的で
ある。また、経営層を含む社内の対話や社外との対話のツールとして活用することがで
きる。一方で、より具体的な戦略策定・実行にあたっての課題やその解決策についての
情報提供も望まれている。 

公開情報調査 

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインター
ネット情報等を利用して、産業財産権を活用した経営や事業構想を実施している企業
に関して文献等を調査、整理及び分析し、調査研究の基礎資料としてまとめた。 

フォーラムの開催及びアンケート調査 

企業等における経営に資する知財戦略の策定・実行状況やその課題等に関する情報を
収集するためのフォーラム（意見交換会）を開催し、アンケートによる情報収集を行
った。 

目的 

企業等における経営に資する知財戦略を策定・実行するための課題とその解決策に関す
る基礎資料を作成する。 

まとめ 

公開情報調査、フォーラムの開催及びアンケート調査、海外ヒアリング調査、国内ヒ
アリング調査及び委員会等による検討を実施し、これらの結果を踏まえて、経営に資
する知財戦略の策定・実行状況の詳細についてとりまとめた。とりまとめた結果を踏
まえ、知的財産戦略事例集（詳細活動編）を作成した。 

国内ヒアリング調査 

経営に資する知財戦略の策定・実行状況の詳細について、国内企業 17 者にヒアリング
を実施し、その結果をとりまとめた。 

海外ヒアリング調査 

経営に資する知財戦略の策定・実行状況の詳細や、特許庁施策の認知・利用状況につ
いて、海外企業 18 者にヒアリングを実施し、その結果をとりまとめた。 

知的財産戦略事例集（詳細活動編）の作成 

上記調査結果及び検討を踏まえ、知的財産戦略事例集（詳細活動編）を作成した。 

委員会等による検討 

本調査研究に関連して専門的な知見を有する企業関係者を中心とした 5 名で構成され
る委員会を設置し、3 回にわたって議論を行った。 
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Ⅰ． 序 

１． 本調査研究の目的・必要性 

経済のグローバル化や新興国市場の拡大が進展する中、我が国企業の国際競争力強化の

ためには、我が国企業の更なるグローバル展開が必要である。そのような状況においては、

自社事業防衛のために、単に各国に多数の特許を出願して権利化するような従来型の知財

マネジメントでは競争力の維持すら困難な状況になってきている。 

例えば、グローバル市場における有力企業は、新規分野参入における知財ポートフォリ

オ構築のための他社からの知財導入や他社への知財移転、自社の強みのある技術を知的財

産権又はノウハウとして囲い込んだ上で、その強みを最大限活かすための標準戦略や知財

活用、ビジネスモデルを起点とし知的財産全体を用いた差別化や参入障壁構築、などの様々

な知財マネジメントを行うことによって、競争力の維持を図っている。こうした最新の知

財マネジメントについて調査分析して整理し、我が国企業にフィードバックすることによ

り、我が国企業の競争力の強化につなげていくことは非常に重要である。一方、「経営に資

する知財マネジメント」を行うためには、経営戦略に資する優れた知財マネジメントの具

体的手法を知ること、経営戦略に資する知財マネジメントを行う際の課題を把握して対応

策を検討することの両面から検討する必要がある。 

このような状況を受けて、2018 年 7 月～2019 年 3 月に経営における知財戦略に関する

調査事業1を実施、事業において有識者委員会を開催し、経営に資する知財戦略の在り方に

ついて検討してきたところである。 

調査事業や委員会での検討結果をまとめた知的財産戦略事例集2では、企業が直面する環

境変化として、コアコンピタンスが優れた技術に加えて体験価値やブランド・デザインを

も含むこと、イノベーションに向けた研究開発がウォーターフォール型・技術ロードマッ

プ起点に加えてアジャイル型をも含むことになった点を指摘し、知財が企業の経営に資す

る方向性として、大きく、新事業の創造、経営戦略構築・実行の高度化に分類した。 

知的財産戦略事例集は、同業他社の知財戦略の把握や戦略を実行するための組織形成の

モデルとして効果的であるだけでなく、業界間の垣根が低くなっている現状において異業

種の知財戦略を把握して将来の競争に備えることにも効果的である。さらに、知的財産戦

略事例集は、経営層を含む社内の対話や社外との対話のツールとして活用することができ

る。 

 
1 平成 30 年度 知的財産国際権利化戦略推進事業（経営における知的財産戦略）調査研究報告書 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/kokusai_kenrika/h30_01.pdf［最終アクセス日：2020 年 3 月 17 日］ 
2 特許庁 経営における知的財産戦略事例集 

https://www.jpo.go.jp/support/example/keiei_senryaku_2019.html［最終アクセス日：2020 年 3 月 17 日］ 
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一方で、知的財産戦略事例集では経営に資する様々な知財戦略や組織の在り方について

示したが、より具体的な戦略策定・実行に当たっての課題やその解決策についての情報提

供も望まれている。 

そこで、本調査研究においては、企業等における経営に資する知財戦略を策定・実行す

るための課題とその解決策に関する基礎資料を作成することを目的とする。 

 

２． 調査内容及び実施方法 

（１） 公開情報調査 

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ト情報等を利用して、産業財産権を活用した経営や事業構想を実施している国内・海外の

企業に関して文献等（海外の文献等を含む。）を調査、整理及び分析し、後述するアンケー

ト作成、ヒアリング調査、委員会資料作成、調査研究報告書及び知的財産戦略事例集（詳

細活動編）作成のための基礎資料としてまとめる。 

 

（２） フォーラムの開催並びにアンケート作成及びアンケート調査 

（ⅰ） アンケートの作成 

上記（１）の公開情報調査の結果を踏まえて、知財戦略の策定・実行に関するアンケー

トを作成する。 

 

（ⅱ） フォーラムの開催及びアンケート調査 

企業の経営層・知財関係者、投資家、経営学等の大学教授・エコノミスト、企業支援者

（金融機関、経営コンサルタントを含む）、大学・TLO 関係者、弁理士等の知財関係者等を

対象として、企業等における経営に資する知財戦略の策定・実行状況やその課題等に関す

る情報を収集するためのフォーラム（意見交換会）を、東京・名古屋・大阪の 3 会場で、

各 1 回、開催する。 

フォーラムでは、平成 30 年度に作成した知的財産戦略事例集の内容等を周知するとと

もに、上記（２）（ⅰ）で作成したアンケートを参加者に配布して回答してもらう。アンケ

ート調査の結果をまとめる。 
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（３） 海外ヒアリング調査 

経営に資する知財戦略の策定・実行状況の詳細や、特許庁施策の認知・利用状況につい

て、海外企業にヒアリング調査を実施し、その結果をとりまとめる。 

 

（４） 国内ヒアリング調査 

経営に資する知財戦略の策定・実行状況の詳細について、国内企業にヒアリング調査を

実施し、その結果をとりまとめる。 

 

（５） 知的財産戦略事例集（詳細活動編）の作成 

上記（１）公開情報調査、（２）フォーラムの開催並びにアンケート作成及びアンケート

調査、（３）海外ヒアリング調査及び（４）国内ヒアリング調査の結果を踏まえ、知的財産

戦略事例集（詳細活動編）を作成する。 

 

（６） 委員会等による検討 

本調査研究に関連して専門的な知見を有する企業関係者を中心とした 5 名（うち 1 名は

委員長）で構成される委員会を設置する。 

委員会は全 3 回開催する。各回において以下の内容を検討する。 

 

 第 1 回：令和元年 9 月 24 日 

調査研究の概要の説明、フォーラムの報告、アンケート調査結果の説明・議論、調査

項目に関する議論、公開情報調査の経過報告、ヒアリング先企業・ヒアリング調査項

目の検討 

 

 第 2 回：令和元年 12 月 26 日 

公開情報調査結果の報告、海外ヒアリング調査・国内ヒアリング調査の経過報告、事

例集案の説明・検討 

 

 第 3 回：令和 2 年 2 月 18 日 

事例集案の検討、事例集タイトルの検討、事例集の利用・周知方法の検討 
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また、第 1 回委員会の開催に先立って、本調査研究に関して専門的な知見を有する企業

関係者（主にフォーラムの講演者）による有識者会議を令和元年 9 月 17 日に開催する。 

有識者会議は、委員会とは別に、知財活動に注力している企業の知財部長を中心とした

有識者から本調査研究に関する意見を募る目的で実施する。 

有識者会議では、調査研究の概要の説明と、上記（２）（ⅱ）のアンケート調査結果の説

明・議論、ヒアリング先企業の検討、上記（１）の公開情報調査の経過報告等を行う。 

 

Ⅱ． 調査結果 

１． 公開情報調査 

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ット情報等を利用して、事業戦略及び知財戦略立案時の課題及び解決策、事業戦略及び知

財戦略実行時の課題及び解決策、知財戦略と経営指標等との相関関係についての調査を実

施し、調査結果を基礎資料としてまとめた。 

 

２． フォーラムの開催並びにアンケート作成及びアンケート調査 

上記１．の公開情報調査の結果を踏まえて、知財戦略の策定・実行に関するアンケート

を作成した。 

企業等における経営に資する知財戦略の策定・実行状況やその課題等に関する情報を収

集するためのフォーラム（意見交換会）を、東京・名古屋・大阪の 3 会場で、各 1 回、開

催した。 

フォーラムでは、平成 30 年度に作成した知的財産戦略事例集の内容等を周知した。 

フォーラムの参加者にアンケートを配布して回答してもらい、アンケート調査の結果を

まとめた。 

 

３． 海外ヒアリング調査 

経営に資する知財戦略の策定・実行状況の詳細や、特許庁施策の認知・利用状況につい

て、海外企業 18 者にヒアリング調査を実施し、その結果をとりまとめた。 
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４． 国内ヒアリング調査 

経営に資する知財戦略の策定・実行状況の詳細について、国内企業 17 者にヒアリング調

査を実施し、その結果をとりまとめた。 

 

５． 知的財産戦略事例集（詳細活動編）の作成 

上記１．公開情報調査、２．フォーラムの開催並びにアンケート作成及びアンケート調

査、３．海外ヒアリング調査、４．国内ヒアリング調査及び委員会等による検討の結果を

踏まえ、知的財産戦略事例集（詳細活動編）を作成した。知的財産戦略事例集（詳細活動

編）には、海外企業・国内企業 20 者以上の事例を盛り込んだ。 

 

Ⅲ． まとめ 
 

本調査研究は、2018 年 7 月～2019 年 3 月に経営における知財戦略に関する調査事業や

委員会での検討結果をまとめた知的財産戦略事例集に関して、より具体的な戦略策定・実

行にあたっての課題やその解決策についての情報提供が望まれていることを背景として行

われたものであり、その目的は、企業等における経営に資する知財戦略を策定・実行する

ための課題とその解決策に関する基礎資料を作成することであった。 

本調査研究では、上述のような要望に応え、公開情報調査、フォーラムの開催並びにア

ンケート作成及びアンケート調査、海外ヒアリング調査、国内ヒアリング調査及び委員会

等による検討を実施し、これらの結果を踏まえて、経営に資する知財戦略の策定・実行状

況の詳細についてとりまとめた。そして、とりまとめた結果を踏まえて知的財産戦略事例

集（詳細活動編）を作成することができた。 

別途公開される知的財産戦略事例集（詳細活動編）も含め、本調査研究が、経営層、知

財部門のトップ・知財企画部門・戦略立案部門、事業企画部門など、「経営」及び「知財戦

略」に携わる全ての人材に活用されれば幸いである。 



 

 

 



 

 

  



 

 

はじめに 
 

経済のグローバル化や新興国市場の拡大が進展する中、我が国企業の国際競争力強化の

ためには、我が国企業の更なるグローバル展開が必要である。そのような状況においては、

自社事業防衛のために、単に各国に多数の特許を出願して権利化するような従来型の知財

マネジメントでは競争力の維持すら困難な状況になってきている。 

 

このような状況を受けて、2018 年 7 月～2019 年 3 月に実施された経営における知財戦

略に関する調査事業では、経営に資する知財戦略の在り方について検討された。 

 

上記調査事業で作成した知的財産戦略事例集は、同業他社の知財戦略の把握や戦略を実

行するための組織形成のモデルとして効果的であるだけでなく、業界間の垣根が低くなっ

ている現状において異業種の知財戦略を把握して将来の競争に備えることにも効果的であ

る。さらに、経営層を含む社内の対話や社外との対話のツールとして活用することができ

る。 

 

一方で、より具体的な戦略策定・実行に当たっての課題やその解決策についての情報提

供も望まれている。 

 

本調査研究は、このような事態に鑑みてなされたものであり、企業等における経営に資

する知財戦略を策定・実行するための課題とその解決策に関する基礎資料を作成すること

を目的としたものである。 

 

別途公開される知的財産戦略事例集（詳細活動編）も含め、本調査研究が、企業におい

て「経営」及び「知財戦略」に関与する全ての人材に活用されれば幸いである。 

 

最後に、本調査研究の遂行に当たり、委員会及び有識者会議にて貴重なご意見をいただ

いた委員、有識者及びオブザーバー、フォーラムで御講演いただいた講演者、アンケート

調査に御協力いただいたフォーラム参加者、ヒアリング調査に御協力いただいた企業に対

して、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。 
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「経営に資する知財マネジメントの実態に関する調査研究」 

委員会名簿 

 

委員長 

  加藤 浩一郎   金沢工業大学（KIT）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 

 

委 員 

  池村 治     味の素株式会社 理事 知的財産部長 

  川名 弘志    KDDI 株式会社 知的財産室 室長 

  久慈 直登    一般社団法人 日本知的財産協会 専務理事 

  小林 誠     株式会社シクロ・ハイジア 代表取締役 CEO 

 

（敬称略、五十音順） 

  



 

 

オブザーバー 

  小松 竜一  特許庁 総務部 企画調査課長 

  横井 巨人  特許庁 総務部 企画調査課 特許戦略企画調整官 

  原  和秀  特許庁 総務部 企画調査課 特許戦略企画班長 

  根上 裕成  特許庁 総務部 企画調査課 特許戦略企画班 

 

事務局 

  三平 圭祐  一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 常務理事 

  峯木 英治  一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 統括研究員 

  松尾 望   一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 上席研究員 

  加藤 実   一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 上席研究員 
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Ⅰ． 序 
 

１． 調査研究の目的・必要性 

経済のグローバル化や新興国市場の拡大が進展する中、我が国企業の国際競争力強化の

ためには、我が国企業の更なるグローバル展開が必要である。そのような状況においては、

自社事業防衛のために、単に各国に多数の特許を出願して権利化するような従来型の知財

マネジメントでは競争力の維持すら困難な状況になってきている。 

例えば、グローバル市場における有力企業は、新規分野参入における知財ポートフォリ

オ構築のための他社からの知財導入や他社への知財移転、自社の強みのある技術を知的財

産権又はノウハウとして囲い込んだ上で、その強みを最大限活かすための標準戦略や知財

活用、ビジネスモデルを起点とし知的財産全体を用いた差別化や参入障壁構築、などの様々

な知財マネジメントを行うことによって、競争力の維持を図っている。こうした最新の知

財マネジメントについて調査分析して整理し、我が国企業にフィードバックすることによ

り、我が国企業の競争力の強化につなげていくことは非常に重要である。一方、「経営に資

する知財マネジメント」を行うためには、経営戦略に資する優れた知財マネジメントの具

体的手法を知ること、経営戦略に資する知財マネジメントを行う際の課題を把握して対応

策を検討することの両面から検討する必要がある。 

このような状況を受けて、2018 年 7 月～2019 年 3 月に経営における知財戦略に関する

調査事業3を実施、事業において有識者委員会を開催し、経営に資する知財戦略の在り方に

ついて検討してきたところである。 

調査事業や委員会での検討結果をまとめた知的財産戦略事例集4では、企業が直面する環

境変化として、コアコンピタンスが優れた技術に加えて体験価値やブランド・デザインを

も含むこと、イノベーションに向けた研究開発がウォーターフォール型・技術ロードマッ

プ起点に加えてアジャイル型をも含むことになった点を指摘し、知財が企業の経営に資す

る方向性として、大きく、新事業の創造、経営戦略構築・実行の高度化に分類した。 

知的財産戦略事例集は、同業他社の知財戦略の把握や戦略を実行するための組織形成の

モデルとして効果的であるだけでなく、業界間の垣根が低くなっている現状において異業

種の知財戦略を把握して将来の競争に備えることにも効果的である。さらに、知的財産戦

略事例集は、経営層を含む社内の対話や社外との対話のツールとして活用することができ

る。 

 
3 平成 30 年度 知的財産国際権利化戦略推進事業（経営における知的財産戦略）調査研究報告書 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/kokusai_kenrika/h30_01.pdf［最終アクセス日：2020 年 3 月 17 日］ 
4 特許庁 経営における知的財産戦略事例集 

https://www.jpo.go.jp/support/example/keiei_senryaku_2019.html［最終アクセス日：2020 年 3 月 17 日］ 
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一方で、知的財産戦略事例集では経営に資する様々な知財戦略や組織の在り方について

示したが、より具体的な戦略策定・実行に当たっての課題やその解決策についての情報提

供も望まれている。 

そこで、本調査研究においては、企業等における経営に資する知財戦略を策定・実行す

るための課題とその解決策に関する基礎資料を作成することを目的とする。 

 

２． 調査内容及び実施方法 

（１） 公開情報調査 

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ト情報等を利用して、産業財産権を活用した経営や事業構想を実施している国内・海外の

企業に関して文献等（海外の文献等を含む。）を調査、整理及び分析し、後述するアンケー

ト作成、ヒアリング調査、委員会資料作成、調査研究報告書及び知的財産戦略事例集（詳

細活動編）作成のための基礎資料としてまとめる。 

なお、海外については、米国、欧州、中国、韓国、台湾を対象に文献調査を行う。 

 

公開情報調査における調査項目を以下に示す。 

 

（調査項目） 

 事業戦略及び知財戦略立案時の課題及び解決策に関する調査 

対象企業等において、事業戦略及び知財戦略の立案に当たってどのような課題及び解決

策があるのかについて調査を行う。 

 事業戦略及び知財戦略実行時の課題及び解決策に関する調査 

対象企業等において、事業戦略及び知財戦略を実行する段階でどのような課題及び解決

策があるのかについて調査を行う。 

 知財戦略と経営指標等との相関関係に関する調査 

対象企業等及び先行研究において、知財戦略の実施体制や実施状況により経営指標等が

どのように変わったのかについて定量的な分析に関する調査を行う。 
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（２） フォーラムの開催並びにアンケート作成及びアンケート調査 

（ⅰ） アンケートの作成 

上記（１）の公開情報調査の結果を踏まえて、知財戦略の策定・実行に関するアンケー

トを作成する。アンケートの作成に当たっては、平成 30 年度に作成した知的財産戦略事例

集及び平成 30 年度知的財産国際権利化戦略推進事業（経営における知的財産戦略）報告書

を参照する。 

アンケートには、以下の項目を含める。 

 

 所属組織の「知財戦略」に関する考え方、工夫点及び事例紹介可否 

 知的財産戦略事例集に関して追加調査要望事項 

 知的財産戦略事例集の活用方法 

 回答者情報（所属組織、役職、氏名、連絡先）及び個人情報利用への同意 

 

（ⅱ） フォーラムの開催及びアンケート調査 

企業の経営層・知財関係者、投資家、経営学等の大学教授・エコノミスト、企業支援者

（金融機関、経営コンサルタントを含む）、大学・TLO 関係者、弁理士等の知財関係者等を

対象として、企業等における経営に資する知財戦略の策定・実行状況やその課題等に関す

る情報を収集するためのフォーラム（意見交換会）を、東京・名古屋・大阪の 3 会場で、

各 1 回、開催する。 

フォーラムでは、平成 30 年度に作成した知的財産戦略事例集の内容等を周知するとと

もに、上記（２）（ⅰ）で作成したアンケートを参加者に配布して回答してもらう。アンケ

ート調査の結果をまとめる。 

 

（３） 海外ヒアリング調査 

経営に資する知財戦略の策定・実行状況の詳細や、特許庁施策の認知・利用状況につい

て、海外企業にヒアリング調査を実施し、その結果をとりまとめる。 

 

（ⅰ） ヒアリング先企業の決定 

米国、欧州、アジア（中国、韓国、台湾等）を対象とし、海外企業ヒアリングの対象候補

を選定し、ヒアリング先企業を決定する。 
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ヒアリング先企業の決定に当たっては、特許庁担当者と相談の上、上記（１）の公開情

報調査、上記（２）（ⅱ）のアンケート調査の結果、並びに後述する有識者会議及び委員会

の意見を参考にする。 

 

（ⅱ） 説明資料及びヒアリング調査項目の作成 

上記（１）の公開情報調査において、ヒアリング前にヒアリング先企業の事業戦略や知

財戦略について調査する。具体的には、商用データベース等から当該企業及び当該企業の

競合企業の定量的なデータ（売上高、営業利益率、自己資本利益率、産業財産権の出願・

取得件数等）を取得する。また、取得したデータを基に売上高等と産業財産権の取得件数

等の相関が容易に確認できるように各企業の事業分野別・経年的に整理した。さらに、事

業戦略上で重要であったと推測される産業財産権についても調査する。そして、調査結果

をまとめる。 

 

上記（２）（ⅱ）のアンケート調査の結果、上記調査結果及び平成 30 年度知的財産国際

権利化戦略推進事業（経営における知的財産戦略）で行ったヒアリングのメモを踏まえ、

ヒアリング先企業に応じたヒアリング調査項目と経営に資する知財戦略に関する説明資料

を作成し、説明資料をヒアリング先企業の所在する国・地域の言語に翻訳する。 

 

特許庁施策の認知・利用状況の確認のために必要な説明資料を、特許庁が提供する日本

語の特許庁施策紹介資料（1 ヒアリング先あたり要約版 20 枚程度、詳細版 20 枚程度。）を

基に、図などを活用することでヒアリング先企業の担当者が速やかに理解できるように工

夫したものを日本語で作成し、さらに、要約版はヒアリング先企業の所在する国の言語（欧

州は英語とする。英語以外の言語の場合は当該言語と英語を併記する。）、詳細版は英語に

翻訳する。 

 

（ⅲ） ヒアリング調査の実施 

上記（３）（ⅰ）で決定したヒアリング先企業に対してヒアリングの事前調整を行い、上

記（３）（ⅱ）の説明資料及びヒアリング調査項目に基づいてヒアリング調査を実施する。 

 

（ⅳ） ヒアリング調査結果の報告・整理・分析 

ヒアリング調査の結果について、議事録及び議事録を要約した概要を作成する。 

ヒアリング調査結果を整理・分析し、整理・分析した結果をとりまとめ、概要を整理し



 

-5- 

た資料を作成する。 

 

（４） 国内ヒアリング調査 

経営に資する知財戦略の策定・実行状況の詳細について、国内企業にヒアリング調査を

実施し、その結果をとりまとめる。 

 

（ⅰ） ヒアリング先企業の決定 

国内企業ヒアリングの対象候補を選定し、ヒアリング先企業を決定する。 

ヒアリング先企業の決定にあたっては、特許庁担当者と相談の上、上記（１）の公開情

報調査、上記（２）（ⅱ）のアンケート調査結果、並びに後述する有識者会議及び委員会の

意見を参考にする。 

 

（ⅱ） 説明資料及びヒアリング調査項目の作成 

上記（１）の公開情報調査において、ヒアリング前にヒアリング先企業の事業戦略や知

財戦略について調査した。具体的には、商用データベース等から当該企業及び当該企業の

競合企業の定量的なデータ（売上高、営業利益率、自己資本利益率、産業財産権の出願・

取得件数等）を取得する。また、取得したデータを基に売上高等と産業財産権の取得件数

等の相関が容易に確認できるように各企業の事業分野別・経年的に整理する。さらに、事

業戦略上で重要であったと推測される産業財産権についても調査する。そして、調査結果

をまとめる。 

 

上記（２）（ⅱ）のアンケート調査の結果、上記調査結果及び平成 30 年度知的財産国際

権利化戦略推進事業（経営における知的財産戦略）で行ったヒアリングのメモを踏まえ、

ヒアリング先企業に応じたヒアリング調査項目と経営に資する知財戦略に関する説明資料

を作成する。 

 

（ⅲ） ヒアリング調査の実施 

上記（４）（ⅰ）で決定したヒアリング先企業に対してヒアリングの事前調整を行い、上

記（４）（ⅱ）の説明資料及びヒアリング調査報告に基づいてヒアリング調査を実施する。 
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（ⅳ） ヒアリング調査結果の報告・整理・分析 

ヒアリング調査の結果について、議事録及び議事録を要約した概要を作成する。 

ヒアリング調査結果を整理・分析し、整理・分析した結果をとりまとめ、概要を整理し

た資料を作成する。 

 

（５） 知的財産戦略事例集（詳細活動編）の作成 

上記（１）公開情報調査、（２）フォーラムの開催並びにアンケート作成及びアンケート

調査、（３）海外ヒアリング調査及び（４）国内ヒアリング調査の結果を踏まえ、知的財産

戦略事例集（詳細活動編）を作成する。 

 

事例集の作成に当たっては、上記（３）海外ヒアリング調査及び（４）国内ヒアリング

調査で得た各ヒアリング先企業の事例について、複数の観点から、経営戦略、事例戦略、

研究開発戦略等とどのように知財戦略が連携しているのかについて具体的状況を整理して、

とりまとめる。 

 

（６） 委員会等による検討 

（ⅰ） 委員会の設置 

本調査研究に関連して専門的な知見を有する企業関係者を中心とした 5 名（うち 1 名は

委員長）で構成される委員会を設置する。 

 

委員長 

  加藤 浩一郎   金沢工業大学（KIT）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 

 

委 員 

  池村 治     味の素株式会社 理事 知的財産部長 

  川名 弘志    KDDI 株式会社 知的財産室 室長 

  久慈 直登    一般社団法人 日本知的財産協会 専務理事 

  小林 誠     株式会社シクロ・ハイジア 代表取締役 CEO 

（敬称略、五十音順） 
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（ⅱ） 委員会の開催 

委員会は全 3 回開催する。各回において以下の内容を検討する。 

 

 第 1 回：令和元年 9 月 24 日 

調査研究の概要の説明、フォーラムの報告、アンケート調査結果の説明・議論、調査

項目に関する議論、公開情報調査の経過報告、ヒアリング先企業・ヒアリング調査項

目の検討 

 

 第 2 回：令和元年 12 月 26 日 

公開情報調査結果の報告、海外ヒアリング調査・国内ヒアリング調査の経過報告、事

例集案の説明・検討 

 

 第 3 回：令和 2 年 2 月 18 日 

事例集案の検討、事例集タイトルの検討、事例集の利用・周知方法の検討 

 

（ⅲ） 有識者会議 

第 1 回委員会の開催に先立って、本調査研究に関して専門的な知見を有する企業関係者

（主にフォーラムの講演者）による有識者会議を令和元年 9 月 17 日に開催する。 

有識者会議は、委員会とは別に、知財活動に注力している企業の知財部長を中心とした

有識者から本調査研究に関する意見を募る目的で実施する。 

有識者会議では、調査研究の概要の説明と、上記（２）（ⅱ）のアンケート調査結果の説

明・議論、ヒアリング先企業の検討、上記（１）の公開情報調査の経過報告等を行う。 

 

＜有識者会議 有識者名簿＞ 

 今井 正栄     富士フイルム株式会社 執行役員 知的財産本部長 

 加藤 浩一郎    金沢工業大学（KIT）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 

 久慈 直登     一般社団法人 日本知的財産協会 専務理事 

 戸田 裕二     株式会社日立製作所 理事 知的財産本部長 

 長澤 健一     キヤノン株式会社 常務執行役員 知的財産法務本部長 

 別所 弘和     本田技研工業株式会社 知的財産・標準化統括部 統括部長 

（敬称略、五十音順） 
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Ⅱ． 調査結果 
 

１． 公開情報調査 

（１） 事業戦略及び知財戦略立案時の課題及び解決策に関する調査 

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ット情報等を利用して、対象企業等において、事業戦略及び知財戦略の立案に当たってど

のような課題及び解決策があるかについて調査を実施し、調査結果をアンケート調査、海

外ヒアリング調査、国内ヒアリング調査及び知的財産戦略事例集（詳細活動編）の作成の

基礎資料としてまとめた。 

 

（２） 事業戦略及び知財戦略実行時の課題及び解決策に関する調査 

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ット情報等を利用して、対象企業等において、事業戦略及び知財戦略を実行する段階でど

のような課題及び解決策があるかについて調査を実施し、調査結果をアンケート調査、海

外ヒアリング調査、国内ヒアリング調査及び知的財産戦略事例集（詳細活動編）の作成の

基礎資料としてまとめた。 

 

（３） 知財戦略と経営指標等との相関関係に関する調査 

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ット情報等を利用して、対象企業等及び先行研究において、知財戦略の実施体制や実施状

況により経営指標等がどのように変わったのかについての定量的な分析に関する調査を実

施した。 

 

調査結果の概要を以下に示す。 

 

＜知財マネジメントと企業経営の統計的な相関に関する先行研究について＞ 

特許などの知財がどのように企業経営に貢献し、それが経営指標等に影響しているかを

調査した研究は、日米欧等で数多くなされている。 

古くは特許保有件数と売上高や利益の変化の関係を調べ、特許保有数が多いほど売上高
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の成長にプラスに働くことを調べた 1965 年の報告5などがある。その後の研究調査では、

特許の保有期間の長さや特許が他の出願の審査において引用された回数（被引用数）など

を基準に評価した方が、単に特許保有件数で評価するよりも売上高との相関が強いとの報

告6もある。 

また、被引用数や、その特許に対して他社からのアクションがあった回数（例えば無効

審判の請求や登録異議の申立て、先行技術の情報提供等）や同一発明に対して特許の保護

を求める国の数などの指標が個々の特許の価値の高さを評価する指標として相関性が高く、

さらに、これらの指標を積み上げたものが企業価値との相関性が高いとの報告7がされてい

る。 

なお、特許庁では、我が国の個人、法人、大学等の公的研究機関の知的財産活動の実態

を把握することを目的とした「知的財産活動調査8」を毎年実施しており、また、この調査

結果等を利用した知的財産制度に関する統計学的、計量経済学的な実証分析の現状につい

ての調査である「我が国の知的財産制度と経済の関係に関する調査9」等を行っている。 

 

２． フォーラムの開催並びにアンケート作成及びアンケート調査 

（１） アンケート作成 

上記１．の公開情報調査の結果を踏まえて、知財戦略の策定・実行に関するアンケート

を作成した。 

作成したアンケートの内容は、資料編の資料Ⅰ「アンケート調査質問票」に記載した。 

 

（２） フォーラムの概要 

特許庁「経営における知的財産戦略事例集」の普及に向けた経営・知的財産戦略フォー

ラムを東京・名古屋・大阪の 3 会場で開催した。 

プログラムは、以下のとおりである。 

 

 
5 Sherer, F.M. "Firm size, market structure, opportunity, and the output of patented inventions" American Economic Review, Vol. 55, 
pp. 1097-1125 (1965) 

6 山田節夫「特許の実証経済分析」東洋経済新報社 (2009)、石井康之・長平彰夫 「特許データによる発明の価値の把握

－被引用数と integrated index との比較」The Journal of Science Policy and Research Management, Vol.29, No.2/3 pp.185-199 
(2014) 

7 Y. Nakanishi and S. Yamada "Market Value and Patent Quality in Japanese Manufacturing Firms" MPRA, Munich Personal RePEc 
Archive (2007) 

8 特許庁 知的財産活動調査 
https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/chizai_katudo/index.html［最終アクセス日：2020 年 3 月 17 日］ 

9 特許庁 我が国の知的財産制度と経済の関係に関する調査報告 
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/keizai_yakuwari.html［最終アクセス日：2020 年 3 月 17 日］ 
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＜プログラム：各開催地共通＞ 

１．挨拶、経営における知的財産戦略事例集の概要紹介（20 分） 

２．経営における知的財産戦略事例集の個別事例紹介（20 分） 

３．パネルディスカッション（85 分） 

 自社戦略事例の紹介、知的財産戦略事例集の事例へのコメントを含めたポジショント

ークの後、ディスカッション。 

４．会場からの質問・意見を含め、意見交換（10 分） 

５．アンケート記入（15 分） 

 

各開催地における開催日時・場所、事前登録者数、当日参加者数を以下に示す。 

 

開催地 開催日時・場所 事前登録者数 当日参加者数

東京 令和元年 8 月 28 日（水）14:00-16:00 

TKP 赤坂カンファレンスセンタ 

230 名 203 名 

名古屋 令和元年 8 月 30 日（金）14:00-16:30 

TKP 名駅桜通口カンファレンスセンタ 

77 名 72 名 

大阪 令和元年 9 月 3 日（火）14:00-16:30 

TKP 新大阪駅前カンファレンスセンタ 

79 名 72 名 

 （３会場合計） 386 名 347 名 

 

（３） フォーラム（東京） 

東京会場にて、特許庁「経営における知的財産戦略事例集」の普及に向けた経営・知的

財産戦略フォーラムを令和元年 8 月 28 日に開催した。 

事前登録者数 230 名のうち、当日参加者数は 203 名（参加率 88.3%）だった。 

 

東京会場のプログラムの詳細は、以下のとおりである。 

 

14:00 
挨拶 
「経営における知的財産戦略事例集のご紹介」 
講演者︓特許庁 企画調査課 特許戦略企画調整官 横井巨⼈ ⽒ 

14:20 
「経営における知的財産戦略事例集の個別事例紹介」 
講演者︓⾦沢⼯業⼤学（KIT）⻁ノ⾨⼤学院 
イノベーションマネジメント研究科 教授 加藤浩⼀郎⽒ 
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14:40 

パネルディスカッション 
パネリスト各社の知財戦略事例の紹介、事例集の事例へのコメント等 
 
「⽇⽴の社会イノベーション事業を⽀える知財活動」 
株式会社⽇⽴製作所 理事 知的財産本部⻑ ⼾⽥裕⼆ ⽒ 
「キヤノンの知財戦略の特徴と知財戦略事例集へのコメント」 
キヤノン株式会社 常務執⾏役員 
知的財産法務本部⻑ ⻑澤健⼀ ⽒ 
「経営に資する知財戦略」 
本⽥技研⼯業株式会社 知的財産・標準化統括部 
統括部⻑ 別所弘和 ⽒ 
 
（モデレータ︓知的財産研究所 峯⽊英治） 

16:05 質疑応答 

16:15 アンケート記⼊ 

16:30 閉会 

 

パネルディスカッションの概要を以下に示す。 

 

●株式会社日立製作所 理事 知的財産本部長 戸田裕二氏 

同社が競争戦略と協創戦略を活用し社会イノベーション事業に取り組む状況が同社の提

供するプラットフォームである“Lumada”の例も交えて紹介された。知的財産戦略事例集に

ついては、「新事業創造に資する」と「経営戦略の構築・実行の高度化に資する」の 2 点は、

「両利きの経営」における「知の探索」と「知の深化」に相当すると述べ、また、注目すべ

き企業等について紹介された。 

 

●キヤノン株式会社 常務執行役員 知的財産法務本部長 長澤健一氏 

同社がグループ会社を統括する体制やルールについて、また、標準技術／新規事業及び

技術に係る契約・訴訟等について具体的に紹介された。知的財産戦略事例集については、

「多くの事例が知財戦略を構築しようとする会社にとっては大変参考になる。」としつつ、

「もう一段高いレベルの知財戦略を考える際に参考にできるように、更に踏み込んだ事例

が増えることを期待する。」との意見を述べられた。 
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●本田技研工業株式会社 知的財産・標準化統括部 統括部長 別所弘和氏 

グローバルビジネス展開における知財マネジメントについて説明され、中でもグループ

会社からの知財ロイヤルティ回収のスキームについて紹介された。また、新事業の育成・

拡大のため、オープンイノベーション戦略で他社とのパートナーシップを積極的に展開し

ていることが報告された。 

 

●ディスカッション 

ディスカッションでは、経営との距離を近付けるために地道な努力をしていること、グ

ローバル経営ではグループ企業間で人の移動も手段として活用し整合性を取ろうとしてい

ること等の指摘がなされた。 

 

（４） フォーラム（名古屋） 

名古屋会場にて、特許庁「経営における知的財産戦略事例集」の普及に向けた経営・知

的財産戦略フォーラムを令和元年 8 月 30 日に開催した。 

事前登録者数 77 名のうち、当日参加者数は 72 名（参加率 93.5%）だった。 

 

名古屋会場のプログラムの詳細は、以下のとおりである。 

 

14:00 
挨拶 
「経営における知的財産戦略事例集のご紹介」 
講演者︓特許庁 企画調査課 特許戦略企画調整官 横井巨⼈ ⽒ 

14:20 
「経営における知的財産戦略事例集の個別事例紹介」 
講演者︓⾦沢⼯業⼤学（KIT）⻁ノ⾨⼤学院 
イノベーションマネジメント研究科 教授 加藤浩⼀郎 ⽒ 

14:40 

パネルディスカッション 
パネリスト各社の知財戦略事例の紹介、事例集の事例へのコメント等 

「経営に資する知財マネジメント」（富⼠フイルム事例） 
富⼠フイルム株式会社 執⾏役員 知的財産本部⻑ 今井正栄 ⽒ 
「経営に資する知財マネジメント」 
KDDI 株式会社 知的財産室⻑ 弁理⼠ 川名弘志 ⽒ 
「デンソーの知的財産活動」 
株式会社デンソー 知的財産部⻑ ⼭中昭利 ⽒ 
 
（モデレータ︓知的財産研究所 峯⽊英治） 
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16:05 質疑応答 

16:15 アンケート記⼊ 

16:30 閉会 

 

パネルディスカッションの概要を以下に示す。 

 

●富士フイルム株式会社 執行役員 知的財産本部長 今井正栄氏 

新規事業創出への取組に続き、標準化活動の取り込みについて、さらに同社の Open 

Innovation Hub について紹介された。知的財産戦略事例集については、知財部門が上層部

への活動活性化の説得に用いる場合や自社の活動の優位性説明に利用する等の活用法を述

べられた後、企業の規模によっても役立て方が異なり、「企業の創業期や成長段階における

知財の事例を盛り込めるとよい。」との意見を述べられた。 

 

●KDDI 株式会社 知的財産室長 川名弘志氏 

同社のオープンイノベーション活動を説明された。知的財産戦略事例集については、「先

進的な企業の取組が記載され、ヒントの宝庫である」とし、知財部門でしかできない点、

得意な点を追求し向上させることで、会社への貢献度が増すとの意見を述べ、また、注目

すべき企業等について紹介された。 

 

●株式会社デンソー 知的財産部長 山中昭利氏 

同社のイノベーションの方向性について述べ、活用にこだわる知財活動、仲間づくり、

企業買収によるパテントポートフォリオ強化、標準活動等について説明された。知的財産

戦略事例集については、注目している企業を挙げ、自社コア技術を通じたエコシステムの

構築、パートナー企業との連携重視等、それぞれの企業で注目すべき点を述べられた。 

 

●ディスカッション 

ディスカッションでは、経営に予算面の説明で苦労していること等が紹介され、経営の

理解が進むと知財面での改革がやりやすくなる等の指摘があった。 

 

（５） フォーラム（大阪） 

大阪会場にて、特許庁「経営における知的財産戦略事例集」の普及に向けた経営・知的
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財産戦略フォーラムを令和元年 9 月 3 日に開催した。 

事前登録数 79 名のうち、当日参加者数は 72 名（参加率 91.1%）だった。 

 

大阪会場のプログラムの詳細は、以下のとおりである。 

 

14:00 
挨拶 
「経営における知的財産戦略事例集のご紹介」 
講演者︓特許庁 企画調査課 特許戦略企画調整官 横井巨⼈ ⽒ 

14:20 
「ベンチャーの知財戦略」 
講演者︓マイクロ波化学株式会社 取締役 CSO 

⼤阪⼤学⼤学院⼯学研究科 招へい准教授 塚原保徳 ⽒ 

14:40 

パネルディスカッション 
パネリスト各社の知財戦略事例の紹介、事例集の事例へのコメント等 

「オムロンにおける知財マネジメントの取組み」 
オムロン株式会社 技術・知財本部 
企画室⻑ 兼 知的財産センタ⻑ 奥⽥武夫 ⽒ 
「武⽥薬品⼯業㈱の知財マネジメント」 
武⽥薬品⼯業株式会社 グローバル知的財産ヘッド 奥村浩也 ⽒ 
「ナブテスコの知財経営戦略におけるIPランドスケープの実践」 
ナブテスコ株式会社 理事 技術本部 知的財産部⻑ 菊地修 ⽒ 
 
（モデレータ︓知的財産研究所 峯⽊英治） 

16:05 質疑応答 

16:15 アンケート記⼊ 

16:30 閉会 

 

パネルディスカッションの概要を以下に示す。 

 

●オムロン株式会社 技術・知財本部 企画室長 兼 知的財産センタ長 奥田武夫氏 

同社の企業理念の実践をミッションとし、特に IP ランドスケープを継続的に実践するた

めの体制整備や出願・権利化業務の効率化について紹介された。知的財産戦略事例集につ

いては、経営戦略における知財戦略の形式知化、「先進企業各社が取組を公開する姿勢」を

支持され、「継続進化中の戦略に対する事例集の継続更新」も重要であると述べられた。 
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●武田薬品工業株式会社 グローバル知的財産ヘッド 奥村浩也氏 

医薬品業界におけるバイオ医薬品台頭等の現況が説明され、IT/AI 技術革新とも深くつ

ながり、製造工程が複雑化する中で、特許ポートフォリオが変化する状況が紹介された。

また、同社の湘南ヘルスイノベーションパークを中心としたオープンイノベーション活動

も紹介された。 

 

●ナブテスコ株式会社 理事 技術本部知的財産部長 菊地修氏 

IP ランドスケープを駆使して市場環境を分析して事業のコア価値を獲得・強化する「知

財経営戦略」が詳細に紹介された。同社では「知財経営戦略」をカンパニーの事業活動一

環として全社で展開しており、この戦略の推進にあたって知的財産戦略事例集には「大変

参考になる内容が掲載されている」と説明された。 

 

●ディスカッション 

ディスカッションでは、経営層に対して知財の状況についてブリーフィングする機会が

頻繁にある会社もあり、また、経営サイドとコミュニケーションで IP ランドスケープを使

っていて良好な関係を築いている等の話があった。 

 

（６） アンケート調査 

（ⅰ） アンケート調査の概要 

フォーラムの参加者に対して、資料編の資料Ⅰ「アンケート調査質問票」によるアンケ

ート調査を実施した。 

 

（ⅱ） アンケート調査の結果 

アンケート調査結果の詳細は、資料編の資料Ⅱ「アンケート調査結果の詳細」に記載し

た。アンケート回答数と回答率を以下に示す。 

 

会場 当日参加者数 アンケート回答数 回答率 

東京 203 名 174 名 85.7%

名古屋 72 名 66 名 91.7%

大阪 72 名 70 名 97.2%

計 347 名 310 名 89.3%
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以下、資料編の資料Ⅱ「アンケート調査結果の詳細」に記載のアンケート調査結果をい

くつか抜粋して示す。 

 

 ① 質問 A 所属機関の基本情報に関する質問 

A1．ご回答者の所属やお立場について教えてください。 

 

【図表 II-2-1】 
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A1.以降、回答者の所属と立場について、「特許・法律事務所」、「大学・TLO」及び「そ

の他」と回答した者を除き、企業関係者を対象として整理する。 

 

A2．所属機関の主たる業種は、次のどの項目に該当しますか。 

 

【図表 II-2-2】 

 

 

上記以外…建築、パルプ・紙、医用機器、運輸業、食品、繊維、精密機械、造船、日用

品、電線、建設、鉱工業、電子部品、電力、印刷、商社、金融サービス、エンジニアリン

グ、窯業、エネルギー、部品メーカー。 
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A6．所属機関で主として知的財産業務を担当する知的財産担当者数を教えてください。 

 

【図表 II-2-3】 

 
 

A7．知財担当役員の方には、他にもご担当がありますか。 

 

【図表 II-2-4】 
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 ② 質問 B 所属機関の知財戦略に関する質問 

B1．所属機関の経営層は知的財産を重視していると思いますか。 

 

【図表 II-2-5】 

 
 

B2．所属機関における知財活動が経営に貢献していると思いますか。 

 

【図表 II-2-6】 
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B3．所属機関において、経営層と知財部門との情報共有が十分にできていると思います

か。 

 

【図表 II-2-7】 
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B4．所属機関として重要と考える知財活動を選択してください。 

 

【図表 II-2-8】 
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 ③ 質問 C 経営における知的財産戦略事例集の活用方法に関する質問 

C1．経営における知的財産戦略事例集をどのように活用できそうか教えてください。 

 

【図表 II-2-9】 

 

 

（７） 有識者会議での議論 

アンケート作成及びアンケート調査の結果に対して、有識者会議で出された主な意見は

以下のとおりである。 

 

 質問 A（所属機関の基本情報に関する質問）の A6.では、知財担当者数が 1～10 名と

回答した方が多かったが、これと「活動がどの程度できているか」の回答は連動して

いると思う。人数が少ないところでやるべきことが多く四苦八苦している構図では

ないか。 

 質問 A（所属機関の基本情報に関する質問）の A2.では、所属機関の主たる業種の中

で、IT、サービスの分野はビジネスの大きさに比して出席者が少ないように思う。そ

の分野の企業では上層部から知財の実態がよく見えていない、予算がもらえていな

い等の事情が考えられるが、これから益々重要になる分野であり、もっと参加者を増

やせればよかった。 

 質問 B（所属機関の知財戦略に関する質問）の B4.の知財活動の分類は、出願・権利

化のように知財部門として必ずできなくてはならない項目から、教育等のように将
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来的な体制の保証に関連する項目まで、短期から中長期にわたる 4 段階にカテゴラ

イズできると思う。 

 質問 B（所属機関の知財戦略に関する質問）の B4.の知財活動のカテゴリに知財契

約・ライセンス・M&A 等、渉外契約活動に関する項目があった方がよい。知財で最

初に直面することである。 

 質問 C（経営における知的財産戦略事例集をどのように活用できそうか教えてくだ

さい）の C1.では、知財部内の対話、討議を選択した人が多かった。これは当たり前

の結果と考える。大企業と中小企業、業種（特に化学・素材と電機等）によっても異

なると思う。 

 

（８） 委員会での議論 

第 1 回委員会において、上記２．（２）～（５）に記載したフォーラム及び２．（６）に

記載したアンケート調査の結果について報告した。アンケート調査の結果について、委員

会で出された主な意見は以下のとおりである。 

 

 今回のアンケート結果はほとんどが知財部関係者の回答からなり、アンケートの結

果は妥当なものと考える。今回の調査研究は「経営に資する」とされる中、知財部門

から見た経営の課題と捉えるのか、経営から見た知財の課題と捉えるのか、捉え方が

違うと見方も全く異なってくるので、その点を明確にすべきと考える。 

 10 人以下の知財部と大企業の知財部では問題が異なっており、一緒に議論すること

は難しいかもしれない。 

 

３． 海外ヒアリング調査 

（１） 調査の概要 

経営に資する知財戦略の策定・実行状況の詳細や、特許庁施策の認知・利用状況につい

て、米国、欧州、アジア（中国、韓国、台湾等）を対象として海外企業にヒアリング調査を

実施し、その結果をとりまとめた。 

 

（２） ヒアリング先企業の決定 

有識者会議及び第 1 回委員会での議論を踏まえて、海外ヒアリング先企業を選定する上

で検討する知財活動を以下のとおり分類した。 
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 知財ポートフォリオの構築及び管理 

 出願におけるオープン＆クローズ戦略の推進 

 活用におけるオープン＆クローズ戦略の推進 

 研究開発段階におけるオープン＆クローズ戦略の推進 

 知財情報の活用（IP ランドスケープ等） 

 戦略企画機能の充実 

 標準化戦略と知財戦略の連携 

 グループ企業を合わせた知財マネジメント 

 

上記分類に該当する企業を上記１．の公開情報調査で調査し、海外ヒアリング先企業 18

者（欧州 9 者、アジア 5 者、米国 4 者）を決定した。 

 

（３） 説明資料及びヒアリング調査項目の作成 

上記１．の公開情報調査の結果等に基づいて、ヒアリング先企業に応じたヒアリング調

査項目を作成した。また、経営に資する知財戦略に関する説明資料を作成し、説明資料を

ヒアリング先企業の所在する国・地域の言語に翻訳した。 

特許庁施策の認知・利用状況の確認のために必要な資料を、特許庁が提供する日本語の

特許庁施策紹介資料（1 ヒアリング先あたり要約版 20 枚程度、詳細版 20 枚程度。）を基

に、図などを活用することでヒアリング先企業の担当者が速やかに理解できるように工夫

したものを日本語で作成し、さらに、要約版はヒアリング先企業の所在する国の言語（欧

州は英語とする。英語以外の言語の場合は当該言語と英語を併記する。）、詳細版は英語に

翻訳した。 

 

（４） ヒアリング調査の実施 

ヒアリング先企業に対してヒアリングの事前調整を行い、上記説明資料及びヒアリング

調査項目に基づいてヒアリング調査を実施した。 

 

（５） ヒアリング調査結果の報告・整理・分析 

ヒアリング調査の結果について、議事録及び議事録を要約した概要を作成した。 

ヒアリング調査を整理・分析し、整理・分析した結果をとりまとめ、概要を整理した資

料を作成した。 
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（６） 委員会での議論 

第 1 回委員会において、海外ヒアリング先企業の候補を紹介した。また、第 2 回委員会

において、海外ヒアリング先企業決定の経緯の説明及び海外ヒアリング調査の中間報告を

行った。委員会で出された主な意見は以下のとおりである。 

 

 知財軸で見た活動整理ではなく、ビジネス軸で見た上での活動整理もあり得る。 

 昔からオープンイノベーションを推進している海外企業へのヒアリング調査をする

と良い。各社で類似の話もあるので、テーマ別のまとめ方等を工夫してほしい。 

 

４． 国内ヒアリング調査 

（１） 調査の概要 

経営に資する知財戦略の策定・実行状況の詳細について、国内企業にヒアリング調査を

実施し、その結果をとりまとめた。 

 

（２） 国内ヒアリング先企業の決定 

有識者会議及び第 1 回委員会での議論を踏まえて、国内ヒアリング先企業を選定する上

で検討する知財活動を以下のとおり分類した。 

 

 知財ポートフォリオの構築及び管理 

 出願におけるオープン＆クローズ戦略の推進 

 活用におけるオープン＆クローズ戦略の推進 

 研究開発段階におけるオープン＆クローズ戦略の推進 

 知財情報の活用（IP ランドスケープ等） 

 戦略企画機能の充実 

 標準化戦略と知財戦略の連携 

 グループ企業を合わせた知財マネジメント 

 意匠の戦略的マネジメント 

 商標の戦略的マネジメント 

 IT 企業における知財戦略 
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上記分類に該当する企業を上記１．の公開情報調査で調査し、国内ヒアリング先企業 17

者を決定した。 

 

（３） 説明資料及びヒアリング調査項目の作成 

上記１．の公開情報調査の結果等に基づいて、ヒアリング先企業に応じたヒアリング調

査項目を作成した。また、経営に資する知財戦略に関する説明資料を作成した。 

 

（４） ヒアリング調査の実施 

ヒアリング先企業に対してヒアリングの事前調整を行い、上記説明資料及びヒアリング

調査項目に基づいてヒアリング調査を実施した。 

 

（５） ヒアリング調査結果の報告・整理・分析 

ヒアリング調査の結果について、議事録及び議事録を要約した概要を作成した。 

ヒアリング調査を整理・分析し、整理・分析した結果を取りまとめ、概要を整理した資

料を作成した。 

 

（６） 委員会での議論 

第 1 回委員会において、国内ヒアリング先企業の候補を紹介した。また、第 2 回委員会

において、国内ヒアリング先企業決定の経緯の説明及び国内ヒアリング調査の中間報告を

行った。委員会で出された主な意見は以下のとおりである。なお、以下の意見の一部は、

海外ヒアリング調査についても共通して出された意見である。 

 

 「経営に資する」という場合、知財戦略を進める際のカウンターパートが戦略の成否

に重要であり、ヒアリングの中で、例えばどういう経営層からどんな期待をされてい

るのか、どういう役割になっているのかというところを聞いてもらえると参考にな

ると思う。 

 オープンイノベーションの取組みを実施している企業へのヒアリングを期待する。 

 伝統的な知財業務を改善するとともに、知財部門として従来にない IT 系の新しい取

組みを行っている企業へのヒアリングを期待する。 

 上記（２）の知財活動の項目は、局地的な戦術にもなりかねない。企業全体としてど

う見るかという観点で捉えたいところである。オープンイノベーションの日米欧の
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違いを見ると、ベンチャーへの視線が欧米でより強い傾向にある。日本は新規事業を

自社で実施する傾向が強い。一方で、ベンチャーの評価を知財で実施する動きが日本

でも出てきている。自社の力を超えたところで勝負する必要があり、新しい取組みと

して着目すべきと考える。日本でのオープンイノベーションの成功例は少ないが、そ

れをうまく取り上げていただきたい。外の技術をいかに取り込むか、ビジネスエコシ

ステムの中で自社の特許をどう使うか等を示していただければ参考になる。 

 知財部門の活動に限らず、企業としての大きな枠で知財活動をまとめると、視点が広

がってよい。 

 

５． 知的財産戦略事例集（詳細活動編）の作成 

（１） 事例集作成の概要 

上記１．から４．の調査結果及び委員会等による検討の結果を踏まえ、知的財産戦略事

例集（詳細活動編）を作成した。知的財産戦略事例集（詳細活動編）には、海外企業・国内

企業 20 者以上の事例を盛り込んだ。 

知的財産戦略事例集（詳細活動編）は、本報告書とは別途、公開される。 

 

（２） 委員会での議論 

第 1 回から第 3 回委員会において、知的財産戦略事例集（詳細活動編）について出され

た主な意見は以下のとおりである。 

 

 日本及び世界をリードするような企業の戦略をできるだけ重視して、「ここまでやっ

ている」ということを伝え、他の企業が見倣って日本企業全体の底上げをするような

ものになればよい。「ここまでやっていて、だからこそ勝てる戦略になっている」と

いうことがはっきり示せるような事例であれば役に立つと思う。 

 どんな課題があり、何を目的に、どう変えていったのか、というプロセスの深掘りが

重要だと考えている。 

 世の中に知財コンサルティング等がある中で、より広く意見を集め、将来に向けた道

筋について先端事例を紹介してもらうとよいと思う。 

 メーカーが今後 IoT、AI、ビッグデータ活用を検討していくにあたって、IT、通信、

ソフトウェア等の企業を参考にしてどのような戦略を策定できるか、参考になるよ

うな事例があればよい。 

 既に結果が出ている知財戦略についてはその結果や、変更点を示すことが読者にと
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って有益である。PDCA の回し方やそのチェックポイント等についての情報も読者

の参考になると思う。 

 会社全体としてどういう方向に向かっていて、知財部門がどう貢献しているのかと

いう整理が重要である。ケーススタディ的なまとめ方も念頭に置くとよいと思う。 

 「変わりたいが、どうやって変わるか」という点に企業の関心があると思う。そうい

った記載があると各企業が実行しやすいと思う。また、「集中して徹底的にやる」こ

とが重要であり、それも表現できるとよいと思う。 

 より深いレベルの活動が伝わるようにするとよいと思う。チーム立ち上げの努力や

活動の苦心点等が伝わるような、より深いレベルの活動についての事例があればよ

い。 

 知財戦略が先ではなく、ビジネス戦略がその前にあると考える。知財戦略が先に出て

くると読者は障壁を感じるが、ビジネス戦略が先にあると考えやすいのではないか。 

 企業が今困っている点に応じて知財部門が提案すると始めやすい。そのような流れ

を念頭に、どのようなタイミングで活動を開始したかがわかるようにまとめられて

いるとよい。 

 経営層に読んでもらうことを意識して、事業として何を意図してやったのか、それに

基づいてどのような知財戦略を採ったのか、がわかるような構成を期待する。 

 平成30年度に作成した知的財産戦略事例集は、例えば、経営層インタビューとして、

経営者が知財に対してメッセージを出してくれたことがポイントだった。本調査研

究では、それに対する“How”のところを詳しく説明するもので、経営戦略があってそ

れに合わせてどのような知財戦略を採っていくのかについて、2 つの事例集を併せて

一気通貫で見ることができれば参考になる。 

 事例集タイトルは、経営視点のものにしてはどうか。知財戦略は経営戦略と連動して

いるというのを意識した事例集したほうが経営者にも読んでもらえると思う。 

  



 

-29- 

Ⅲ． まとめ 
 

本調査研究は、2018 年 7 月～2019 年 3 月に経営における知財戦略に関する調査事業や

委員会での検討結果をまとめた知的財産戦略事例集に関して、より具体的な戦略策定・実

行にあたっての課題やその解決策についての情報提供が望まれていることを背景として行

われたものであり、その目的は、企業等における経営に資する知財戦略を策定・実行する

ための課題とその解決策に関する基礎資料を作成することであった。 

本調査研究では、上述のような要望に応え、公開情報調査、フォーラムの開催並びにア

ンケート作成及びアンケート調査、海外ヒアリング調査、国内ヒアリング調査及び委員会

等による検討を実施し、これらの結果を踏まえて、経営に資する知財戦略の策定・実行状

況の詳細についてとりまとめた。そして、とりまとめた結果を踏まえて知的財産戦略事例

集（詳細活動編）を作成することができた。 

別途公開される知的財産戦略事例集（詳細活動編）も含め、本調査研究が、経営層、知

財部門のトップ・知財企画部門・戦略立案部門、事業企画部門など、「経営」及び「知財戦

略」に携わる全ての人材に活用されれば幸いである。
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資料Ⅰ 
アンケート調査質問票 
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アンケート調査質問票 

今年度の調査事業（特許庁委託事業「経営に資する知財マネジメントの実態に関する調査研

究」（調査実施事業者：知的財産研究所））では、「経営における知的財産戦略事例集」の事例よ

りも詳細な活動事例情報を収集していくことを予定しています。知財活動を実践する皆様に有益

な情報を提供して参りたいと考えていますので、アンケート（記名式）調査にご協力をお願いいた

します。また、知財活動事例に関する情報も募集中です。公開可能で特徴的な事例に関する情

報をお持ちでしたら、ぜひご協力をお願いいたします。 

 

【アンケートのご回答にあたってのお願い】 

（１）可能な限り所属機関のお立場でご回答ください。 

（２）回答しにくい設問がありましたら、無記入のまま次にお進みください。 
（３）回答スペースが不足する場合は４および５頁の裏面を用いてください（対応する質問番号

を記載して、回答を記入してください。）。 

 
<ご回答者情報>                              受付＃       

お名前  

所属機関名  

下記【個人情報の取扱い】を理解し、 

同意する☐ （同意頂ける場合は、チェック☑をお願いします。）     

 

ご回答いただいた内容は、以下の【個人情報の取扱い】に従い、知的財産研究所担当部門及び特許庁担当部門の必要最小

限の者のみがアクセスします。アクセスは厳重に管理し、本調査の目的以外には一切使用致しません。また、回答者やその所

属機関が特定できる形で回答内容を公表することはございません。可能な限りありのままをご記入下さいますよう、お願いいた

します。 

  

【個人情報の取扱い】 
特許庁および知的財産研究所は、個人情報の取扱いについて以下を遵守いたします。 

・入力していただいた個人情報は、特許庁および知的財産研究所にて厳重に管理し、不正アクセス、紛失、漏洩等が発生しない

よう個人情報保護管理規程が整備されている点を再確認し、管理責任者を定めて、これらの危険に対する安全対策を積極的に

実施いたします。 

・本アンケートの集計の全てもしくはその一部を外部に委託する必要が生じた場合、取扱いを委託した個人情報の安全管理が図

られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行います。  

・上記の他は、次の場合を除き、入力していただいた個人情報は、ご本人の同意がない限り第三者には提供いたしません。 

① 法令に基づく場合、② 生命、身体又は財産の保護に必要な場合、③ 国の機関等の法令に定める事務へ協力する場合 
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質問Ａ 所属機関の基本情報に関する質問 

A１．ご回答者の所属やお立場等について教えてください。

 

・所属機関が知財の取得や活用等の知財活動を実施している方 

⇒ A２．から順にご回答ください。 

・所属機関が知財活動を実施していない方⇒ 質問 C 以降をご回答ください。 

 

A２．所属機関の主たる業種は、次のどの項目に該当しますか。  

 

 

A３．所属機関の位置づけについて教えてください。（ここで、「子会社」には、持分法適用となる関連会社で実態

として影響力が大きなもの、及び、孫会社を含む。以下、同様。） 

  

☐ a. 知財機能を持つホールディング会社であり、事業は傘下の事業会社が執行してい

る。 

☐ b. 知財機能を持たないホールディング会社であり、事業と共に知財も傘下の事業会社

が執行している。 

☐ c. 親会社である。（自社がホールディング会社自体ではない） 

☐ d. 国内に親会社がある子会社である。 

☐ e. 海外に親会社がある子会社である。 

☐ f. 親会社も子会社も存在しない。 

☐ g. その他（例：親会社の知財業務の大半を委託されている知財子会社である。） 

（具体的に：                                         ） 

☐ a. 企業 経営者・役員   ☐ b. 企業 知財部門長 

☐ c. 企業 知財管理職(b.以外)  ☐ d. 企業 知財担当者 

☐ e. 企業 企画部門   ☐ f. 企業 事業部門 

☐ g. 企業 研究開発部門 

☐ h. 企業 その他の部門（                   ） 

☐ i. 特許・法律事務所   ☐ j. 大学・ＴＬＯ 

☐ k. その他（                         ） 

☐ a. ＩＴ     ☐ b. サービス    ☐ c. 通信 

☐ d. 化学     ☐ e. 素材      ☐ f. 製薬 

☐ g. 電機     ☐ h. 機械      ☐ i. 自動車 
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Ａ４．所属機関が属するグループの知財マネジメントについて教えてください。 

※ A３．で f.を選択した場合は、回答不要です。 

 

 

Ａ５．所属機関の従業員数について教えてください。 

（Ａ４．で a～c を選択した方は連結を加味してお答えください。） 

 

 

A６．所属機関で主として知的財産業務を担当する知的財産担当者数を教えてください。 

  （Ａ４．で a.～c.を選択した方は連結を加味してお答えください。） 

 

 

A７．知財担当の役員の方には、他にもご担当がありますか。（複数回答可） 

 

  

☐ a. 子会社も含め、グループ連結で知財マネジメントしている。 

☐ b. 基本的にグループ連結で知財マネジメントしているが、一部の子会社は独自でマ

ネジメントしている。 

☐ c. 親会社、子会社ともに基本的に単体・個社でマネジメントしている。 

☐ d. その他 （例: 知財権は親会社に集約、その他は個別運営等の使い分け） 

（具体的に：                                       ） 

☐ a. 50 名以下   ☐ b. 51～300 名    ☐ c. 301～1,000 名 

☐ d. 1,001 名以上 

☐ a. 0 名（知財担当はいない） ☐ b.  1 名以上、10 名以下 

☐ c. 11 名以上、50 名以下  ☐ d. 51 名以上、100 名以下 

☐ e. 101 名以上 

☐ a. 社長  ☐ b. 知財専任   ☐ c. 経営部門役員 

☐ d. 法務部門役員        ☐ e. 研究開発部門役員 

☐ f. 知財担当の役員はいない 

☐ g. その他 
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質問Ｂ 所属機関の知財戦略に関する質問 

B１．所属機関の経営層は知的財産を重視していると思いますか。 

☐ a. 大いに思う ☐ b. そう思う ☐ c. 中程度 ☐ d. あまり思わない 

☐ e. 全く思わない 

 

B２．所属機関における知財活動が経営に貢献していると思いますか。 

☐ a. 大いに思う ☐ b. そう思う ☐ c. 中程度 ☐ d. あまり思わない 

☐ e. 全く思わない 

 

B３．所属機関において、経営層と知財部門との情報共有が十分にできていると思いますか。 

☐ a. 大いに思う ☐ b. そう思う ☐ c. 中程度 ☐ d. あまり思わない 

☐ e. 全く思わない 
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【以下には所属機関としてのお考えをご回答ください。】 

B４．所属機関として重要と考える知財活動を選択してください（5 つまで回答可）。 

   また、a.～o.のそれぞれの知財活動について、どの程度実施できているかを 5 段階でご回

答ください。 

 

 知財活動 重要と

考える

実施度 0  ⇒  ⇒  ⇒ 実

施度 100    (1:できていな

い)   （5:十分できている） 

a. 特許出願・権利化 □ □1. □2. □3. □4. □5. 

b. 意匠出願・権利化 □ □1. □2. □3. □4. □5. 

c. 商標出願・権利化 □ □1. □2. □3. □4. □5. 

d. 知財ポートフォリオの構築および管理 □ □1. □2. □3. □4. □5. 

e. オープン＆クローズの推進 □ □1. □2. □3. □4. □5. 

f. 営業秘密保護 □ □1. □2. □3. □4. □5. 

g. データ管理 □ □1. □2. □3. □4. □5. 

h. 模倣品対策等の権利行使 □ □1. □2. □3. □4. □5. 

i. 知財係争リスクの極小化 □ □1. □2. □3. □4. □5. 

j. 知財情報の活用（IP ランドスケープ等を含

む） 

□ □1. □2. □3. □4. □5. 

k. 標準化戦略と知財戦略の連携 □ □1. □2. □3. □4. □5. 

l. 戦略企画機能の充実 □ □1. □2. □3. □4. □5. 

m. グループ企業を合わせた知財マネジメント □ □1. □2. □3. □4. □5. 

n. 知財教育および知財部員育成 □ □1. □2. □3. □4. □5. 

o. その他

（                           ）

□ □1. □2. □3. □4. □5. 

 

上記について補足説明がありましたら記載してください。 

 

reirei               

 

 

 

 

 

 

  

例 ：a. 特許出願、権利化では外国出願を強化が重要（特に中国）。 

   a. 特許出願、権利化ではサービス、ソフトウエアの知財が重要。 

   d. ポートフォリオ構築・管理では、他社からの権利調達強化が重要。 

   m. グループ企業の知財マネジメントでは、特に海外子会社の知財マネジメントが重要。 

   l. 知財部門内の機能拡充や、社内他部門との連携強化等。 
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【以下には所属機関における事例を回答ください。】 

B５．所属機関の知財活動で特徴的なものについて記載可能な範囲で具体的に教えてください。 

※複数ある場合は、裏面もご利用ください。 

①特徴的な知財活動の概略を記載してください。  （☐ 実施済  ☐ 実施中） 

 

 

 

 

②この知財活動は、経営・事業へどのように貢献することをねらったものですか。 

 

 

 

 

③この知財活動が抱える課題はどのようなものですか。 

その課題を解決するための具体的対応や工夫点があれば記載してください。 

 

 

 

 

④この知財活動について、その他特記事項があれば記載してください。 

 

 

 

 

⑤本活動について、公開を前提とした事例収集のためのヒアリングにご協力いただけるか、

教えてください。 

 

☐ a. 協力できる  ☐ b. 協力できない  ☐ c. 検討の余地あり 

 

B６．B５．以外に紹介いただける事例があれば、お書きください。 
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※書ききれない場合にご利用ください。 

①特徴的な知財活動の概略を記載してください。  （☐ 実施済  ☐ 実施中 ） 

 

 

 

 

②この知財活動は、経営・事業へどのように貢献することをねらったものですか。 

 

 

 

 

③この知財活動が抱える課題はどのようなものですか。 

その課題を解決するための具体的対応や工夫点があれば記載してください。 

 

 

 

 

④この知財活動について、その他特記事項があれば記載してください。 

 

 

 

 

⑤本活動について、公開を前提とした事例収集のためのヒアリングにご協力いただけるか、

教えてください。 

 

☐ a. 協力できる  ☐ b. 協力できない  ☐ c. 検討の余地あり 

 

  

設問 B５． 追加記
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質問Ｃ 経営における知的財産戦略事例集の活用方法に関する質問 

Ｃ１．経営における知的財産戦略事例集をどのように活用できそうか教えてください。（複数回答

可） 

☐ a. 経営層との対話・戦略討議等    ☐ b. 社内他部門との対話・戦略討議等

☐ c. 知財部門内での対話、戦略討議等  ☐ d. 顧客との対話等  

☐ e. 学習用ツールや教育資料 

☐ f. その他

（                                    ） 

 

Ｃ２．経営における知的財産戦略事例集で参考になった事例等を教えてください。 

企業名等： 

参考になった点： 

 

Ｃ３．本日のフォーラムの感想をお聞かせください。 
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質問Ｄ 新たに作成する知的財産戦略事例集へのご要望に関する質問 

Ｄ１．新たに作成する事例集を企業に役立つ資料とするため、ご要望がございましたらお知らせく

ださい。 

①新たに作成をする事例集に、どのような事例が掲載されると役立ちますか.。 

 （想定する企業があれば、企業名も併せて記載してください。） 

 

 

 

 

 

②その他 全般的なご要望等 

 

 

 

 

 

 

以上で質問は終了です。ご協力いただきまして、大変ありがとうございました。 
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自由記載欄  質問 B５の追記や、その他の記載にご活用ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ⅱ 
アンケート調査結果の詳細 
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質問Ａ 所属機関の基本情報に関する質問 

A１．ご回答者の所属やお立場等について教えてください。 

 

【図表 II-1】 
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A1．以降、回答者の所属と立場について、「特許・法律事務所」、「大学・TLO」及び「その他」と回

答した者を除き、企業関係者を対象として整理する。 

 
A２．所属機関の主たる業種は、次のどの項目に該当しますか。 

 

【図表 II-2】 

 

 

上記以外…建築、パルプ・紙、医用機器、運輸業、食品、繊維、精密機械、造船、日用品、電線、

建設、鉱工業、電子部品、電力、印刷、商社、金融サービス、エンジニアリング、窯業、エネルギ

ー、部品メーカー。 
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A３．所属機関の位置づけについて教えてください。（ここで、「子会社」には、持分法適用となる関連会社で実態

として影響力が大きなもの、及び、孫会社を含む。以下、同様。） 

 

【図表 II-3】 
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Ａ４．所属機関が属するグループの知財マネジメントについて教えてください。 

※ A３．で f.を選択した場合は、回答不要です。 

 

【図表 II-4】 
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Ａ５．所属機関の従業員数について教えてください。 

（Ａ４．で a.～c.を選択した方は連結を加味してお答えください。） 

 

【図表 II-5】 

 

 

A６．所属機関で主として知的財産業務を担当する知的財産担当者数を教えてください。 

  （Ａ４．で a.～ｃ.を選択した方は連結を加味してお答えください。） 

 

【図表 II-6】 
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A７．知財担当の役員の方には、他にもご担当がありますか。（複数回答可） 

 

【図表 II-7】 
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質問Ｂ 所属機関の知財戦略に関する質問 

B１．所属機関の経営層は知的財産を重視していると思いますか。 

 

【図表 II-8】 

 

 

B２．所属機関における知財活動が経営に貢献していると思いますか。 

 

【図表 II-9】 
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B３．所属機関において、経営層と知財部門との情報共有が十分にできていると思いますか。 

 

【図表 II-10】 
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B４．所属機関として重要と考える知財活動を選択してください（5 つまで回答可）。 

   また、a.～o.のそれぞれの知財活動について、どの程度実施できているかを 5 段階でご回

答ください。 

 

【図表 II-11】 
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【図表 II-12】 

 

【図表 II-13】 
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【図表 II-14】 

 

 

【図表 II-15】 
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【図表 II-16】 

 

 

【図表 II-17】 
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【図表 II-18】 

 

【図表 II-19】 
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【図表 II-20】 

 

【図表 II-21】 
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【図表 II-22】 

 

【図表 II-23】 
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【図表 II-24】 

 

【図表 II-25】 
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B５．所属機関の知財活動で特徴的なものについて記載可能な範囲で具体的に教えてください。 

 

（掲載省略） 

 

B６．B５以外に紹介いただける事例があれば、お書きください。 

 

（掲載省略） 

 

質問Ｃ 経営における知的財産戦略事例集の活用方法に関する質問 

Ｃ１．経営における知的財産戦略事例集をどのように活用できそうか教えてください。（複数回答

可） 

 

【図表 II-26】 

 
 

Ｃ２．経営における知的財産戦略事例集で参考になった事例等を教えてください。 

 

（掲載省略） 

 

Ｃ３．本日のフォーラムの感想をお聞かせください。 

 

（掲載省略） 
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質問Ｄ 新たに作成する知的財産戦略事例集へのご要望に関する質問 

Ｄ１．新たに作成する事例集を企業に役立つ資料とするため、ご要望がございましたらお知らせく

ださい。 

 

（掲載省略） 

 



 

 

 

 

 

禁 無 断 転 載 
 

令和元年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 
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調査研究報告書 

 

令和 2 年 3 月 
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