＜中小企業等外国出願支援事業実施機関＞
全国実施機関（独立行政法人日本貿易振興機構）

海外展開を考えている中小企業の皆様へ

（独）日本貿易振興機構 知的財産課 外国出願デスク
TEL：03-3582-5642 E-mail：SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp
平成 28 年度地域実施機関 一覧
北海道 （公財）北海道中小企業総合支援センター

011-232-2403

福井県 （公財）
ふくい産業支援センター

0776-55-1555

青森県 （一社）青森県発明協会

017-762-7351

滋賀県 （公財）
滋賀県産業支援プラザ

077-511-1413

岩手県 （公財）いわて産業振興センター

019-631-3824

京都府 （公財）
京都産業 21

075-315-9425

宮城県 （公財）みやぎ産業振興機構

022-225-6638

京都市 （公財）
京都高度技術研究所

075-366-5222

秋田県 （公財）あきた企業活性化センター

018-860-5614

大阪府 （公財）
大阪産業振興機構

06-6748-1144

山形県 （公財）山形県企業振興公社

023-647-0664

兵庫県 （公財）ひょうご産業活性化センター ひょうご海外ビジネスセンター 078-271-8402

福島県 （公財）福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム） 024-959-1929

奈良県 （公財）
奈良県地域産業振興センター

0742-36-8312

茨城県 （公財）茨城県中小企業振興公社

029-224-5412

和歌山県 （公財）
わかやま産業振興財団

073-432-5122

栃木県 （公財）栃木県産業振興センター

028-670-2617

鳥取県 （公財）
鳥取県産業振興機構

0857-52-6722

群馬県 （公財）群馬県産業支援機構

027-255-6503

島根県 （公財）
しまね産業振興財団

0852-60-5112

千葉県 （公財）千葉県産業振興センター

047-426-9200

広島県 （公財）
ひろしま産業振興機構

082-240-7718

埼玉県 （公財）埼玉県産業振興公社

048-621-7050

山口県 （公財）
やまぐち産業振興財団

083-922-9927

神奈川県 （公財）神奈川産業振興センター

045-633-5203

徳島県 （公財）
とくしま産業振興機構

088-669-4757

横浜市 （公財）横浜企業経営支援財団

045-225-3733

香川県 （公財）
かがわ産業支援財団

087-840-0391

川崎市 （公財）川崎市産業振興財団

044-548-4150

愛媛県 （公財）
えひめ産業振興財団

089-960-1100

新潟県 （公財）にいがた産業創造機構

025-246-0056

高知県 （公財）
高知県産業振興センター

088-845-6600

長野県 （公財）長野県中小企業振興センター

026-227-5028

福岡県 （公財）
福岡県中小企業振興センター

092-622-0035

山梨県 （公財）やまなし産業支援機構

055-243-1888

佐賀県 （公財）
佐賀県地域産業支援センター

0952-30-8191

愛知県 （公財）あいち産業振興機構

052-715-3074

長崎県 （一社）
長崎県発明協会

0957-52-1144

岐阜県 （公財）岐阜県産業経済振興センター

058-277-1092

熊本県 （公財）
くまもと産業支援財団

096-289-2438

三重県 （公財）三重県産業支援センター

059-228-3171

大分県 （一社）
大分県発明協会

097-596-6171

富山県 （公財）富山県新世紀産業機構

076-444-5606

宮崎県 （公財）
宮崎県産業振興機構

0985-74-3850

石川県 （公財）石川県産業創出支援機構

076-267-6291

鹿児島県 （公財）
かごしま産業支援センター

099-219-1272

制度に関するお問い合わせ
特許庁普及支援課 支援企画班
TEL：03-3581-1101 内線2145

Q&A

Ｑ1
Ａ1
Ｑ2
Ａ2

http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm

補助金の申請はどこで受け付けていますか？
地域実施機関の都道府県中小企業支援センター等と、全国実施機関の（独）
日本貿易振興機構（ジェトロ）の２ルートがあります。詳しくは上記お問
い合わせ先をご参照ください。
いつ公募をしていますか？
公募は各実施機関によって異なりますが、例年５～7月に実施する期間が
多くなっております。詳細は実施機関に直接お問い合わせください。

知財全般に関することはこちらまで

相談無料
秘密厳守

中 小 企 業の
皆さんへ
お気軽に
お電話を！

知財総合支援窓口
経営の悩みや課題をおうかがいします
全国共通 ナビダイヤル

0570-082100

全国47都道府県に
設置されたお近くの
窓口におつなぎ
いたします

外国出願補助金
事例集 2016
海外で権利を
取得しましたか？

なぜ外国出願をする必要があるの？
特許庁では、支援制度の更なる充実のため、平成22年度～平成26年度に外国出願補助金

海外展開を計画しているけれど、日本で特許や
商標を取得したから、その製品を海外に輸出し
て販売しても問題ないよね？

を利用した企業621社に対し、補助金を利用した案件の進捗状況や、取得した権利を活用
して展開する事業の状況等について、アンケート調査を実施しました。

これまでの支援概要
特許庁の「外国出願補助金」は、平成

（件）

600

いいえ、輸出を差し止められたり、現地企業から権利侵害で
高額の損害賠償を求められる可能性があります！

日本で取得した権利の効力は、
外国には及びません。
特許や商標等の知的財産権は各国の法律に基づいて付与され、その効力は権利を取
得した国に限定されます。そのため、権利を取得していない国で、自社の技術やブ
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20年度の制度開始以降、支援件数が毎
年増えています。

商標

海外展開を計画している中小企業が増

えるとともに、外国で知的財産権を取
得することに対する意識が向上してい

102

ることが窺えます。

平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26（年度）

ランド名を他者に無断で使用されたとしても、その国では権利侵害を申し立てるこ

とができません。また、権利を先取りした第三者から権利侵害の指摘を受けるリス
クもあります。したがって、海外で安定的に事業を実施するためには、それぞれの
国で権利を取得する必要があります。

アンケート回答企業の属性

アンケート回答企業の出願先

【業種分布】

【出願国】

3%

2%

0%

中国
農・林・水産業

9%

「外国出願補助金」をご利用ください！

4%

製造業

10%

特許庁では、外国への事業展開等を計画している中小企業に対し、外国出願にかかる

費用の１／２を助成する補助金を、各地の中小企業支援センター等及び（独）日本貿易

16%

建設業

応募資格
中小企業者又は中小企業者で構成されるグループで、外国へ特許、実用新案、意匠、商標の
出願を予定している者。
「地域団体商標の外国出願」については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。

インド

卸売業・小売業
72%

その他

外国特許庁への出願料、国内･現地代理人費用、翻訳費

等

18%

不明

3% 3%

（補助率） １／２
（上限額） １企業あたり：300万円
１案件あたり：特許 150万円、実用新案・意匠・商標 60万円
（※）30万円
冒認対策商標

（※）第三者による抜け駆け出願（冒認出願）の対策を目的とした商標出願

2

欧州

3%

その他

補助金を利用して外国出願した効果について
外国で権利を取得したことで、模
倣品に対する抑止力となり、安心
して開発に取組むことができた。

海外と取引するきっかけとなった
収益向上になった
模倣製品に対する抑止力になった
自社製品の信頼向上になった

権利を取得したことで信頼力が増
し、海外のパートナー企業への販
促活動が円滑になった。

技術移転やライセンスにつながった
海外の企業や大学との共同研究につながった
自社商品の宣伝や営業活動でPRする材料となった

補助率・上限額

アメリカ

6%

ブランド力の向上になった

補助対象経費

シンガポール

14%

振興機構（ジェトロ）を通じ補助しています。

支援の概要（中小企業等外国出願支援事業）

台湾
タイ

17%

サービス業

韓国

20%

まだ権利化可否の審査中の者の感想
ですが、海外で安定して事業を実施
するために、権利取得は不可欠です。

いまのところ効果はない
その他
無回答
0
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次のページから、実際に補助金を使った企業を紹介しています
3

特許・意匠

スプリンクラー国内シェアトップ 「特許」と「意匠」を組み合わせた知財戦略で世界へ
千住スプリンクラー株式会社（岩手県）

所 在 地：〒120-0038 東京都足立区千住橋戸町23番地（本社）
〒029-0302 岩手県一関市東山町長坂字丸森86-1番地（丸森工場）
事業内容：消火装置用スプリンクラーヘッド、アラームバルブ、
一斉開放弁等の製造販売、高圧ガス容器用可溶栓の製造販売
http://www.senjusp.jp/
資 本 金：1億円
従 業 員：166人
設 立：1974年

特許・意匠「スプリンクラーヘッド及び保護キャップ」
特許「流水検知装置」
事業内容

基本理念は「人命と財産を守る最良の製品を供給すること」

千住スプリンクラー株式会社は、1963年に国産型式承認第一号の消火用スプリンクラーヘッドを開発
した親会社の千住金属工業株式会社のスプリンクラー部門が独立して設立された会社である。その後、
半世紀にわたりスプリンクラーヘッド・関連バルブ製品・安全栓等を製造。
「人命と財産を守る最良の
製品を供給すること」を基本理念に掲げ、独自の物づくり技術を追究し、国内では70％越のシェアを誇
るスプリンクラートップ企業に成長した。
スプリンクラーヘッドは電子制御で開閉され作動すると思われているが、その仕組みは、「はんだ」
が組み込まれた部品で構成されており、一定温度以上になると「はんだ」部分が溶けることで、スプリ
ンクラーヘッドの水栓支持機構が分解作動され、水が解放される仕組みとなっている（下図）。この「は
んだ」部分こそが、スプリンクラーヘッドの最重要部品であり、材料のはんだ合金は、世界トップメー
カーでもある親会社の技術を生かしたものである。また、スプリンクラーヘッドの水栓の支持機構には
んだを用いる方法は、長年、蓄積された製造データと経験から導き出されたものであり、最も重要な技
術のひとつである。

外国出願背景

「特許権」と「意匠権」を組み合わせた知財戦略

近年、日本でもスプリンクラーの設置義務のある建物は増えてきたが、一度設置すると半永久的に交
換しないことから、市場の大きな伸びは期待できない。このような状況を打破するため、千住スプリン
クラーでは市場の大きな海外に販路を広げている。海外展開に際しては、各国の安全規格や検定試験の
基準を満たすことは勿論のことであるが、模倣品と権利侵害対策のため特許などの権利化は必要不可欠
なものとなっている。そのため、国内外を問わず、製品に関連するものは基本的に特許を出願する方針
をとっているが、特に海外では特許化が困難と思われる技術においても権利侵害を受けないようにする
ために積極的な出願を行う方針である。
現在の知財体制は、開発設計部の担当者１名。知財担当者が図面作成等もでき、高い専門性や知見を
持っていることから、国内出願に関しては明細書の作成から出願までを自社で行っている。また開発設
計部の全員が同じ工場内に勤務していることから、開発者と密に連携を取りながら出願業務を行える環
境にある。平成22年度から（公財）いわて産業振興センターを窓口に本補助金を利用し、平成26年度ま
で特許を３件、意匠を４件出願。市場の大きい米国を中心に欧州や中国に出願している。本補助金は、
中小企業支援センターの支援窓口から勧められたことがきっかけである。
知財戦略としては、過去に意匠権で係争に巻き込まれた経験から、「特許」と「特許の再現に欠かせ
ない重要な部分の意匠」を組み合わせて出願することにより、権利を守る独自の方針をとっており、本
補助金でも「特許」と「意匠」を合わせて出願している。本補助金を利用した出願に、コンシールド型
（下図）と呼ばれるスプリンクラーヘッドに関するものがある。この型式は、表面のプレート部分がフ
ラットでヘッド部分が天井に埋め込まれており、プレート部分のデザインも様々な色に着色できる。リ
ビング等に設置することがある米国ではこのようなデザインを重視したスプリンクラーの需要が高く
なっている。

（コンシールド型）米国向けスプリンクラーヘッド

外国出願による事業効果

スプリンクラーヘッドを製造する一関市丸森工場では、最新の多軸切削加工機を使い部品の削り出し
が次々に行われ、
「組み立てと点検」は自動化され、ほぼ無人で生産されている。しかし要所での検品
と最終工程である検査は、人間の手で行われる。それは財産と人命を守るべき製品であるため、火災時
には確実に作動し、非火災時には漏水や誤動作は絶対に許されないためである。

4

日本品質で安心・安全な製品を

米国に展開したのをきっかけに現在は台湾や中国にも進出。米国では一般住宅にスプリンクラーを設
置すると保険料が安くなるという事情もあり、市場規模が日本の十倍以上であることから、まずは米国
でのシェアを伸ばすことを目標としている。台湾は日本のスプリンクラー規格を導入しているために日
本と同一の製品を販売することが可能で、海外進出しやすい土壌がある。現在の全体の売上のうち、海
外が20％程度で、うち米国が60％を占めている。米国では本補助金を利用した特許製品を含め、毎年
売り上げを伸ばしており、外国出願の効果が現われている。今後は、人の生命と財産を守る製品を作る
ことに誇りを持ち、海外のニーズに合わせた商品ラインナップを増やすことで、米国はもとより世界各
国で顧客の獲得を目指していきたい。

5

特許

外国でも積極的に特許を取得し、自在な製品開発力で世界トップシェアを維持
株式会社仲田コーティング（神奈川県）
所 在 地：〒240-0041神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町82
事業内容：粉体コーティング、FAコート、フッ素樹脂コーティング、
各種機械 等
http://www.nakata-coating.co.jp/
資 本 金：4,500万円
従 業 員：95名
設 立：1970年

特許

富山発、大企業に負けない技術力と、オープン・クローズ戦略を生かして海外進出
株式会社オーギャ（富山県）
所 在 地：〒933-0981 富山県高岡市二上町122
富山県ものづくり研究開発センター 205号室
事業内容：電子部品の設計・開発・販売・コンサルティング 等
http://www.oga-inc.jp/
資 本 金：1,500万円
従 業 員：3名
設 立：2009年

特許「自動破断溝成形機の集塵装置」
・特許「イミド基含有化合物」

特許「樹脂フィルムと導電ゴムからなる感圧センサー」

事業内容

事業内容

コーティング技術を応用し、自在な製品開発を行う隠れたトップ企業

「株式会社仲田コーティング」は、社名にコーティングと付いているが、その実態は世界No.1シェア
の成形機を製造する国内５か所及び上海に拠点を持つ隠れたトップ企業である。主力商品である「パウ
ダースラッシュ成形機」は、自動車用インストルメントパネ
ル※の表皮を成形する機械である。もう一つはこのインパネ表
皮にエアバッグが容易かつ確実に作動するための溝を形成する
加工機である。これらは、国内外の自動車メーカーや自動車部
品メーカーで導入されている。これらの製品は、アイデアマン
である社長の松野氏の発想力から生まれたもので、その根底に
は、これまで培ったコーティング技術や、コーティング用プラ
ントを自社で開発してきた経験が生かされている。例えば、
「パ
ウダースラッシュ成形機」は、材料に塩化ビニールの粉体を利
用しており、粉体コーティングする際の熱処理技術が存分に生
かされている。今では、これらの機械製造事業が、かつて主力
事業であったコーティング事業を上回った。尽きることのない
社長のアイデアを力に、今後も製造機械事業を展開していく。
※インストルメントパネル（インパネ）：自動車の計器板部分

外国出願背 景

海外でも積極的な特許取得で他社の参入を防ぐ

知財体制は、前職で知財経験者であった担当者が代理人と相談しながら進めている。顧客はグローバル
に展開する自動車関連企業が多く、特許に裏付けされた製品を海外でも安心して使用してもらうためにも
外国での権利化は必須であると考えていることから、開発した製品に関連する特許は、国内外を問わず創
業当時から権利化する方針である。また主力製品である「パウダースラッシュ成形機」に関しては基本特
許、周辺特許も確実に押さえることで、他社の参入を防ぎ、トップシェアを維持する戦略をとっている。

外国出願による事業効果

知財を活用し、商品に付加価値

本補助金は、横浜市経済局の「横浜知財みらい企業」に選出された際に担当者より紹介され、
（公財）
横浜企業経営支援財団を窓口に、平成22年度より利用。平成22年度、平成27年度の補助金を利用して
出願した特許は、各種機械加工機に使用される「集塵装置」や「加工機の刃先構造」など機器の付加価
値に関するもので、既に海外に納品している商品に導入され、海外での売上、シェア維持に必要不可欠
なものとなると考えている。また平成24年度、平成26年度に補助金を利用して出願した「イミド基含有
化合物溶液」に関する特許は、これまで困難と言われていた半導体実装基板などに使用されるポリイミ
ドの再利用を容易にしたものである。これらの技術は、半導体実装基板を多く使用している海外を中心
に、ライセンス提供なども含めて事業の展開を図っていきたい。今後も、顧客の要求にこたえる商品作
りを心がけ、いずれ主力商品となる製造機械を発掘していきたいと考えている。
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フットワークの良さを活かしたものづくりで 様々な要望にチャレンジできる企業

「当社は少し身軽になった大学の研究室のようなもの」と社長の水島氏がそう例える株式会社オー
ギャは、水島氏と研究開発者である従業員３名のベンチャー企業である。
水島氏は、富山の企業に就職後、JST※の研究員として大学発ベンチャーを支援する「プレベンチャー
支援事業」に従事。最先端のMEMS※の開発を担当してきた。その後センサー系の企業を経て、優れた
研究員と設備に恵まれた富山県工業技術センターがある地元・富山で独立創業した。やがては自身の企
画した事業を行おうと考えていたが、近年、日本ではハードウェア業界で起業する者が減少し、いずれ
この日本で「ものづくり」をする人がいなくなるのではという危機感もそれを後押しした。
創業当時は自宅に会社を置き、富山県工業技術センターに通って試作機を製作しながら、産業用ロ
ボット等に搭載可能な小型化かつ性能の高いセンサーの開発に日々取り組んだ。得意なMEMSセンサー
事業には大きな設備投資が必要だが、検出原理はMEMSに倣いつつも、安価な製造方法とソフトマテリ
アルを使用した汎用性の高いセンサーを模索した。その結果、樹脂フィルム基板と導電ラバーからなる
非常に安価でフレキシブルな静電容量型センサーの開発に成功。このセンサーは、その薄さと曲面にも
固定・応答できる柔らかさ、さらには大面積化が容易であることを活かして、ロボット用触覚センサー
からアナログジョイパッドまで様々なアナログ入力機器に利用できるものである。
このような高い技術と幅広い製品に対応できる開発力は、地方のベンチャー企業でありながら、日本
の最大手企業、大学と並んで日本機械学会賞（技術）など数々の賞を受賞している。
※JST=国立研究開発法人 科学技術振興機構

外国出願背景

MEMS=微小電気機械システム

技術力とオープン＆クローズドの知財戦略を生かして海外進出を目指す

創業後初の国内出願は、資金面の事もあり自ら行っていたが、外国出願も見据えた現在、開発した商
品については、代理人と相談しながら基本的にすべて出願する方針である。
外国出願のきっかけは、アップル社やヒューレット・パッカード社などセンサーを使った優れた製品を生
み出す企業が多く、電子機器部品の市場の大きい米国に静電容量型センサーを売り込みたいとの考えから。
しかし、まだ製品の売り上げがなく資金面で厳しい時期であったことから、外国出願へ踏み切れない
でいた。そんな時、自治体の知財セミナーで「外国出願補助金」制度を知り、平成23年度（公財）富山
県新世紀産業機構を窓口に、当制度を利用して初めて米国と中国へ外国出願。2014年に米国では特許登
録となった。出願に際しては、ハードウェア（センサーヘッド）に関しては明細書を見れば他社でも製
造できる可能性があるが、センサーの検知した静電容量から押し込み度合いや方向を出力する信号処理
方法をブラックボックス化することで、他社が簡単に模倣できないような配慮も行っている。

外国出願による事業効果

米国の車載部品に採用。幅広い分野での展開を狙う

本補助金を利用し米国で特許登録となった「静電容量型感圧センサー」の技術を使った製品が、2016
年、米国で車載入力装置として採用された。まだ出荷ロットは少ないが、初めて海外企業への自社の製
品の販売が実を結んだ第一例となった。信頼性を重視する自動車用に採用されたことで、今後もパソコ
ンやスマートフォンなどの他製品のみならず、医療分野での展開の可能性も高まってきている。これか
らも「市場のニーズを敏速にとらえ」
、
「すぐに意思決定を行い」
、
「すぐに開発に取り掛かる」
、ベンチャー
企業ならではのフットワークの良さで、様々なハードウェア開発に挑戦していきたいと考えている。
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商標

「地域団体商標」北海道第1号登録 知財を活用し長いものブランド化に成功 海外へ
帯広市川西農業協同組合（JA帯広かわにし）（北海道）
所 在 地：〒089-1198 北海道帯広市川西町西2線61番地
事業内容：信用事業（JAバンク）
、共済事業（JA共済）、購買事業、
販売事業、営農振興事業
http://www.jaobihirokawanisi.jp/
出 資 金：22億4700万円（平成26年３月末現在）
従 業 員：202名（平成26年３月末現在） 設 立：2003年

地域団体商標「十勝川西長いも」
事業内容

「十勝川西長いも」は、JA帯広かわにし を含む８つのJAで生産さ
れており、帯広地域は国内でも有数の長いもの生産地となっている。
北海道十勝の肥沃な大地で育った長いもは、そのまっすぐで大きい
形や、白い色、生産から出荷まで徹底した品質管理による安全性の
高さから、国内はもとより、アジアや米国でも人気を得ている。農
産物としては珍しく、長いも選果場がHACCP※認定を受けており、こ
の事が海外でも安全性を保証する証となっている。
※HACCP：国際的に認められた食品衛生管理の手法

世界に通用する北海道発のブランドで競争力のある農業を目指す

JA帯広かわにしを含む地域はもともと畑作物が盛んであったが、収益を上げられる農作物が少なく、
一帯の農業は停滞状況に陥ってしまった。そこで、高い収益性を持つ「長いも」に着目し、夕張から種
芋を導入し、独自に品種改良して基本種が作られた。しかし、すでに販売されている品種であるので種
苗登録ができず、ブランド保護にむけて、平成18年度から開始された「地域団体商標」制度を使ったブ
ランド化に取り組み、JA帯広かわにしを含む８JAによる広域産地のブランドとして、地域団体商標に出
願し、北海道地区では第１号で登録された。
品種改良を重ね、生産を始めた長いもは、帯広地域の気候風土に合い、高品質な作物の生産に成功。
しかし、長いもは豊作になると価格が暴落してしまうという問題があった。そこで、国内では敬遠され
がちな大きなサイズのものが台湾では健康志向の強い富裕層を中心に薬膳食として珍重されていること
に着目し、海外に流通させることで、国内の価格と生産者の収入の安定を図ることに成功した。
外国出願のきっかけは、特許庁から送付されたパンフレットより、
「外国出願補助金制度」を知り、
（公
財）北海道中小企業総合支援センターを窓口に平成25年度にシンガポール、タイに出願。現在では、台
湾、米国、シンガポールの中華系のスーパーマーケットを中心に取引されている。

外国出願による事業効果

人気のマスキングテープ「mt」 海外でも商標を登録し、各国に商品を展開中
カモ井加工紙株式会社（岡山県）
所 在 地：〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236
事業内容：粘着テープ、マスキングテープ等の製造販売。
文具用マスキングテープでは約80％の市場シェア。
http://www.kamoi-net.co.jp/
従 業 員：240名
設 立：1923年
資 本 金：2,400万円

商標「mt masking tape」
事 業 内 容 「粘着の技術」を活かし文具・雑貨用のマスキングテープという新市場を開拓

JAや地域を超えた連携で、北海道の豊かな自然の恵みと徹底した品質管理

外国出願背 景

商標

権利取得でブランドを保護し、次世代が安心して受け継げる農業を

外国での権利取得により、ブランドの保護と確立を行うとともに、さらに地域団体商標であることが、
震災以降、国が認めた産地証明と同様のものとして海外でも認知され、通関をスムーズに通過できると
いう意外な効果があった。JA帯広かわにしでも地域団体商標の登録書のコピーを商品に添付して、輸出
事務の円滑に活用した。外国へ輸出する主目的は、国内の流通量とのバランスを取る事にあるためで、
今後、海外での取引量を大きく増やす事にはこだわらないが、地理的表示保護制度（GI）や、安全品質
食品基準（SQF）認証と組み合わせる事でブランドを強化していく方針である。
秋に６割、春に４割と、収穫の時期を２回に分け、越冬させながら品質を維持することで、国内外への
安定供給を実現させている。また、国内最大規模の選果場が整備されたことにより、一年中出荷の体制が
整い、地域の安定的な雇用創出にもつながった。収入が安定したことで農業後継者問題も解消された。
高額な外国出願費用は組合員の負担増を求めることになり、費用の面で本補助金は非常にありがたい
制度であった。また「地域団体商標」を取得し、さらに外国出願をしたことで、地域を超えた連携をと
ることができ、生産者の品質に対する意識がさらに向上した。
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本来、マスキングテープとは、塗装の際に作業箇所以外を汚さないようにするために貼る、養生テー
プであったが、近年ではカラフルなデザインを施した文具・雑貨用の新しいタイプのテープが登場し、
若い女性を中心に、デコレーション材料やコレクターアイテムとして人気を博している。
そんな新しいタイプの文具・雑貨用マスキングテープ「mt」で、市場を牽引するカモ井加工紙株式
会社は、岡山県倉敷市で大正12年「ハイトリ紙」からスタートした企業である。昭和40年代から、
「粘
着の技術」を使った粘着テープの製造を開始し、当初は包装用の和紙テープやクラフトテープなどを
作っていたが、規模の小さい会社は隙間の市場を狙った方がよいとの判断から、車両用や建築・塗装用
和紙テープの製造へも着手した。その後、工業用のマスキングテープを何か他に展開できないかと考え
ていた時期に、お客様より「文具・雑貨用マスキングテープを作ってみては」という声が寄せられ、平
成20年、文具・雑貨用のマスキングテープである「mt」を開発、発売を開始。テープの素材は和紙で、
薄くて強度があり、きれいに剥がせ、おしゃれなデザインが数百種類も揃えられているため、ユーザー
は壁、家具、雑貨等に自由に貼って楽しめる。現在では会社の売上の約20％を占めるまでに成長し、国
内外を問わず、展示会では入場制限するほどの人気商品となっている。

外国出願背景

海外での「mt」ブランド人気化で外国出願を

知財体制としては、開発部門が兼務で特許、商標等の知財の出願及び管理を担当。商標については倉
敷の代理人のアドバイスを受けながら取り組んでいる。
2010年に「mt」ブランド商品を、（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）の紹介でフランスの展示会の
ブースへ出展。当時はここまでの人気が出るとは予想はしておらず、まだこのブランド名では外国出願
はしていなかった。しかし販売が軌道に乗り、
「mt masking tape」という商標（図形）が国内で登録で
きたこともあり、平成26年度に代理人より紹介された、
「外国出願補助金」
を利用して、同年より全国実施機関となったジェトロを窓口に、「mt
masking tape」の商標を欧州、中国、台湾など13カ国へ出願した。一度に
多くの国に出願するために多額の費用を要するため、このような外国出願
補助金が利用できることはありがたかった。今後は、販売国も増えている
ため出願する国を増やしていく必要があると考えている。

外国出願による事業効果

模倣品、冒認出願の対策としても知財を取得

海外においては、欧州、中国、台湾での販売が伸びている。特にフランスでは、前述の展示会で商品
の知名度が高まり、バイヤーから受注を受けたことを起点として、現在でも売上は大きい。また、近年
では台湾、中国の北京でも展示会を開催し、初日は入場制限をするほどの盛況である。しかし、販売が
拡大するにあたり、模倣品被害も出てきている。特に自社の商標を使用した品質の低い模倣品を出され
るのが最大の問題で、テープが剥がれたとか、糊が残った等の苦情が寄せられている。販売代理店から
の要請もあり、今後も積極的に外国出願を行なうことで知財を守り、製品の信頼性やブランド力の向上
に合わせて、模倣品、冒認商標出願への対策もしっかりと行っていく方針である。
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商標

商標を利用し、茶葉の等級をわかりやすく商品化 伊万里ブランドを世界へ発信

所 在 地：〒848-0042 佐賀県伊万里市蓮池町45番地
事業内容：伊萬里茶・嬉野茶・八女茶・鹿児島茶など、九州の人気のお
茶を厳選し販売。地元の伊万里焼とコラボしたギフト。
http://www.chakouan.com/
従 業 員：5名
創 立：1971年
資 本 金：100万円

商標「茶幸庵 伊萬里茶」
・商標「伊萬里 ほの香」
土作りからこだわった伊万里産の茶葉と伊万里焼の文化のコラボ

2014年の緑茶の輸出は、重量ベース、金額ベースともに、６年前の２倍以上に増加するなど、健康志
向の高まりにより、海外における日本茶の需要は大きく伸びている。クールジャパンの施策も、この流
れを後押ししており、海外進出する緑茶の銘店も増えている。海外進出に伴い、ブランドを守るために
も「商標権」の重要性の認識も高まり、外国出願補助金を活用し「お茶」に関する出願も増えてきている。
伊万里焼の華やかな絵柄のパッケージが目を引く、このお茶を販売するのが山口製茶園（株）である。
1971年に伊万里でお茶の販売を始め、2007年に法人化。2010年には「お茶で “ほっ” と幸せを感じて欲
しい」という意味を込め「茶幸庵」ブランドを確立し、商品力・サービス向上と企業のイメージ改革を
計る。契約農家の若い生産者が土づくりからこだわり、手間をかけて生産した伊万里茶をブランド化し
販売し、伊萬里茶「幸の極」は、世界緑茶コンテスト2015で金賞を受賞した。パッケージの裏面には、
英語表記でもお茶の入れ方なども紹介され、海外展開を意識したデザインを採用。また茶葉だけではな
く、伊万里焼のカップや茶筒などと組み合わせたコラボ商品を企画販売し、伊万里の地にこだわる商品
作りを続けている。

外国出願背 景

伊萬里茶を通して、日本茶の美味しさと素晴らしさを世界へ伝えたい

他社との差別化を図るためにも、自社製品のブランディング化に合わせて、佐賀県
知財総合支援窓口の支援を受け、中島代表、娘であるローア専務と店長が相談しなが
ら、女性ならではの視点を取り入れ知財戦略に取り組んでいる。例えば、お茶の等級
は、その組合や会社等によって付け方がまちまちで統一されておらず分かりづらい。
そのため山口製茶園では、等級毎に商品名で国内商標を取得し商標を活用している。
外国出願のきっかけは、2013年に東京で開催されたギフトショーへの出品を契機に、
香港企業からの引き合いがあり、海外との取引が始まり、香港の高級スーパーで販売
を始めたが、現地の富裕層は長寿国日本の食事や緑茶に関心が高く、販売が予想以上
に増えてきた事による。そのため、模倣品や冒認出願のリスクを懸念していたところ、佐賀県知財総合
支援窓口により、外国出願補助金の紹介を受け、平成26年度（公財）佐賀県地域産業支援センターを窓
口に、
「茶幸庵 伊萬里茶」と「伊萬里 ほの香」の二つの商標を香港に出願し、登録された。

外国出願による事業効果

安全な暮らしと財産を守るオプテックスセンサ。模倣品による信頼低下を放置しない
オプテックス株式会社（滋賀県）

山口製茶園株式会社（佐賀県）

事業内容

特許・商標
意匠

製品の信頼性やブランド力の向上、海外での取引も順調

香港での商標登録により、アジアにおける製品の信頼性やブランド力の向上、取引も順調に伸びてお
り収益の増加等の効果があったと感じている。海外取引は、取引ロットが大きく、出荷日までの余裕が
あるなど利点が多いため今後とも積極的に進めていきたい意向。代表取締役の中島氏は、海外での食品
展示会へも直接出向き、来場者に試飲を勧めながら、伊万里茶の美味しさの普及を精力的に行っている。
今後、アジア諸国への展開を見据え、自社のブランドを維持するために、模倣品対策も念頭に置き、
海外においても権利化も必要だと考えている。
「伊萬里茶」を通して、日本の茶の美味しさと素晴らし
さを一人でも多く世界に伝えていきたい。

所 在 地：〒520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12
事業内容：各種センサシステムの開発・製造・販売
http://www.optex.co.jp
資 本 金：27億9,827万円   従 業 員：1,287名（連結）   設

立：1979年

特許・意匠・商標
「レーザースキャンセンサ」
・商標
「OPTEX」
事業内容

用途にマッチしたセンシングで多くのグローバルニッチNo.1を獲得

広大な琵琶湖畔に本社を構えるオプテックス株式会社は、創業37年目の新しい企業でありながら
センシング技術を活用した防犯センサ、自動ドア、FA関連事業で世界12カ所に拠点を置き、世界80
カ国以上で製品やサービスを供給し、今期も過去最高収益を上げるなど躍進を続けている。
オプテックスの原点は、創業者の小林社長が軍事用の技術として使われていた遠赤外線技術を、暮ら
しや社会に貢献できる製品として提供したいと考えたことにある。
創業後まもなく、世界初の遠赤外線式の自動ドア用センサの開発に成功。安定的なセンシング、高い
施工性・メンテナンス性の実現により、それまで主流であった足踏み式センサに代わり、瞬く間に市場
を席巻した。オプテックスは、研究開発を重ねて培った独自のセンシング技術、表層的でない真の課題
を見出す力、グローバルな事業のなかでお客様と真摯に向き合う姿勢、そしてユニークな発想を重視し、
ものづくりやソリューションを開発し、安全・安心・快適な社会創造に向けて取り組んでいる。

外国出願背景

世界が主戦場、海外でも積極的に権利取得を行う

知財については、創業当時より原則として事業展開する国や地域では特許をはじめとする知的財産権
を積極的に取得する方針を取っており、今までに出願した知的財産権は国内外で1,000を超える。さら
にオプテックスの売上全体に占める海外比率は約７割に達するため、展開していない地域に関しても将
来の需要を見込み、先取りして権利取得を進めている。管理は知財戦略室の６名体制で行っており、近
畿経済産業局特許室主催の「近畿知財塾」に参加するなど、知財に対する意識は高い。外国出願補助金
は、（公財）滋賀県産業支援プラザが実施を始めた平成24年度から毎年度活用。最近では「レーザース
キャンセンサ」に関連する特許、意匠、商標を網羅し、米国、欧州、中国へ外国出願を行った。

外国出願による事業効果

命や安全を守る物だから、模倣品は許さない

この「レーザースキャンセンサ」の技術を使った製品は、国内外の空港、発電所、軍事施設などの重
要施設で、侵入を検知するシステムとして広く導入されている。顧客の大切な情報や建物を守る防犯製
品として信頼は不可欠である。特許を含む知的財産権の取得は、自社独自の技術の裏付けとなり、販売
促進にもつながった。また、平成26、27年度には特許庁の「模倣品対策支援事業」を利用し、中国にお
けるハウスマークの商標権侵害の対策を実施した。社内からは、費用対効果がよく分からない、面倒な
事に巻き込まれるのではないかとの声もあったが、模倣品対策支援の窓口である（独）日本貿易振興機
構（ジェトロ）の親切なサポートもあり、調査、摘発、行政処分に成功し、模倣品業者に対し罰金も課
された。これにより、模倣品業者、取引先に対し「オプテックスは模倣品を許さない会社」であるとア
ピールでき、社内のブランド尊重意識も高まった。『新しいを生み出す』をキャッチフレーズに、新製
品の開発、ビジネスの創出、さらに知的財産権の取得と併せて模倣品対策にも積極的に対処していきた
いと考えている。

注 目！

海外での模倣品被害にお困りなら「模倣品対策支援事業」

特許庁では、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業に対し、
（独）
日本貿易振興機構（ジェト
ロ）を通じて、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告
文作成、行政摘発の費用を助成する「模倣品対策支援」を行っています。
（補助率２／３・上限額４００万円）
詳しくは、http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_kaigaishingai.htm
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模倣品対策支援事業

検索

