
（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

全国実施機関（独立行政法人日本貿易振興機構）

北海道 （公財）北海道中小企業総合支援センター 011-232-2403
青森県 （一社）青森県発明協会 017-762-7351
岩手県 （公財）いわて産業振興センター 019-631-3823
宮城県 （公財）みやぎ産業振興機構 022-225-6638
秋田県 （公財）あきた企業活性化センター 018-860-5614
山形県 （公財）山形県企業振興公社 023-647-0664
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
茨城県 （公財）茨城県中小企業振興公社 029-224-5412
栃木県 （公財）栃木県産業振興センター 028-670-2617
群馬県 （公財）群馬県産業支援機構 027-265-5012
千葉県 （公財）千葉県産業振興センター 047-426-9200
千葉市 （公財） 千葉市産業振興財団 043-201-9504
埼玉県 （公財）埼玉県産業振興公社 048-621-7050
神奈川県 （公財）神奈川産業振興センター 045-633-5203
横浜市 （公財）横浜企業経営支援財団 045-225-3733
川崎市 （公財）川崎市産業振興財団 044-548-4113
新潟県 （公財）にいがた産業創造機構 025-246-0056
長野県 （公財）長野県中小企業振興センター 026-227-5028
山梨県 （公財）やまなし産業支援機構 055-243-1888
静岡県 （公財） 静岡県産業振興財団 054-273-4434
愛知県 （公財）あいち産業振興機構 052-715-3074
岐阜県 （公財）岐阜県産業経済振興センター 058-277-1092
三重県 （公財）三重県産業支援センター 059-228-3171
富山県 （公財）富山県新世紀産業機構 076-444-5606
石川県 （公財）石川県産業創出支援機構 076-267-6291

福井県 （公財）ふくい産業支援センター 076-267-1145
滋賀県 （公財）滋賀県産業支援プラザ 077-511-1413
京都府 （公財）京都産業 21 075-315-9425
京都市 （公財）京都高度技術研究所 075-366-5222
大阪府 （公財）大阪産業振興機構 06-6748-1144
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
奈良県 （公財）奈良県地域産業振興センター 0742-36-8312
和歌山県 （公財）わかやま産業振興財団 073-432-5122
鳥取県 （公財）鳥取県産業振興機構 0857-52-6722
島根県 （公財）しまね産業振興財団 0852-60-5112
岡山県 （公財） 岡山県産業振興財団 086-286-9711
広島県 （公財）ひろしま産業振興機構 082-240-7718
山口県 （公財）やまぐち産業振興財団 083-922-9927
徳島県 （公財）とくしま産業振興機構 088-669-4757
香川県 （公財）かがわ産業支援財団 087-869-9004
愛媛県 （公財）えひめ産業振興財団 089-960-1264
高知県 （公財）高知県産業振興センター 088-845-6600
福岡県 （公財）福岡県中小企業振興センター 092-622-0035
佐賀県 （公財）佐賀県地域産業支援センター 0952-30-8191
長崎県 （一社）長崎県発明協会 0957-52-1144
熊本県 （公財）くまもと産業支援財団 096-289-2438
大分県 （一社）大分県発明協会 097-596-6171
宮崎県 （公財）宮崎県産業振興機構 0985-74-3850
鹿児島県 （公財）かごしま産業支援センター 099-219-1272
沖縄県 （一社） 沖縄県発明協会 098-921-2666

平成29年度地域実施機関  一覧

特許庁普及支援課 支援企画班
TEL：03-3581-1101 内線 2145　http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm

制度に関するお問い合わせ

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。

Q
＆

A

知財全般に関することはこちらまで
知財総合支援窓口

0570-082100
相談
無料

秘密
厳守

中小企業の皆さんへ
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

お気軽にお電話を！　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

海外展開を考えている
中小企業の皆様へ

外国出願補助金事例集
2017

中小企業等外国出願支援事業実施機関



特許庁では、海外への事業展開等を計画している中小企業に対し、外国出願に要する費用の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）日本貿易振興機構（ジェトロ）を通じ補助しています。

「外国出願補助金」をご利用ください！

これまでの支援件数

補助金を利用して外国出願した効果について

支援の概要（中小企業等外国出願支援事業）

応 募 資 格

補助対象経費

補助率・上限額

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 法人等が対象。

外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費　等

【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
  冒認対策商標（※） 30 万円

（※）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

　特許庁の「外国出願補
助金」は、平成20年度の
制度開始以降、支援件数
が毎年増えています。
平成27年度には、634
件を支援しました。
　海外展開を計画して
いる中小企業が増えると
ともに、外国の知的財産
権を取得することに対す
る意識が向上しているこ
とがうかがえます。

出所　平成28年度外国出願補助金に係わるフォローアップ調査

0 5 10 15 20 25 30 35（％）

自社製品の宣伝や営業活動でPRする材料となった
模倣製品に対する抑止力になった
自社製品の信頼性向上になった

今のところ効果はない
ブランド力の向上になった

海外と取引するきっかけとなった
冒認出願対策として役立った

収益向上になった
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
その他
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外国で権利を取得したことで、
模倣品に対する抑止力になり、
安心して海外進出ができた。

自社製品として証明が可能と
なり、海外パートナー企業への
販促活動が円滑になった。
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商標

所 在 地
事 業 内 容
ホームページ
資 本 金
従 業 員 数
設 立

：香川県小豆郡小豆島町安田甲 1607
：醤油製造業
：http://yama-roku.net/
：1,000万円
：4名
：1949年

ヤマロク醤油株式会社  香川県小豆郡小豆島町
伝統の食文化を商標でブランド化　小豆島発木桶造り醤油

商標 「鶴醤」

事業内容
二十四の瞳で有名な小豆島には20軒以上

の醤油蔵がある。「1945年創業ですが、実は
いつからか分からない」というヤマロク醤
油の5代目山本康夫社長は、百年以上前に
建てられ、国の登録有形文化財に指定され
ている「もろみ蔵」で伝統の木桶造りの醤
油にこだわる。
時間と手間を惜しまないこだわりの醤油

「鶴醤」は口コミで広がり、リピーターが
続出し、人気TV番組で取り上げられるこ
ともある。
その効果もあり、現在は醤油が足りない

ほど売れているという。しかし、「鶴醤」は出
荷までに4年掛かる。それには商品を小瓶化
することで数を確保し対応しながら、新たに
木桶へ仕込みも行っている。また、業者への
桶売り（転売）をやめ、結果、利益率の高い
直接販売が売上全体の65％を占める。
本格的な海外展開は、ジェトロの商談会に

よる2005年のフランスとの取り引きがスタート。
そこには「里山資本主義の作者、藻谷浩

介氏の島での講演で人口減少の話を聴き、
日本市場の先細りを考えて、先に海外に出
ておかないといけない」、「進出するなら、
当時貿易赤字だったイタリア、フランスに
日本製品を輸出して勝負したい」との山本
社長の反骨精神が背景にある。

知財への取組
外国出願背景
知財管理については、山本社長が自ら必

要に応じて代理人と相談しながら行っている。
最初に外国に商標出願を意識したのは、中国
での商談会がきっかけ。それは、山本社長の
前職の企業が台湾へ輸出を行っていたところ
模倣品が出回り、真製品が次第に売れなく
なっていく経験をしたことによる。海外メインブ
ランド「鶴醤」の模倣品対策のために中国へ
出願したのがはじまりだった。その後、「鶴醤」
に合わせて、木桶造りを意味する「KIOKE」
の商標を（公財）かがわ産業支援財団を通じ
て、当補助金を利用して出願した。
「KIOKE」の出願は、木桶造りの基礎調
味料に付加価値をつけ、高く売れる仕組みを
作り展開していきたいという思いがある。「今
やインバウンドの一番の目的は食事。日本で
食べる和食が、自分の国で食べる和食と全
然違うと気づいた時に、外国人が作る和食で
はなく、本物の和食の味を認識できると思う。
大手メーカーの醤油を使っているかもしれな
いが、木桶で作った味噌や醤油はもっと美味
しくなること知ってほしい」と山本社長はいう。
海外で取得した権利は、きちんと木桶造り

を実施している蔵には使用も認めたいという。
山本社長が木桶造りにこだわるのは、微

生物の発酵のために「木桶が最高の醸造容
器」であると考えるからである。しかし、
時代の流れから酒蔵が木桶での酒造りを止
め、そのお下がりの木桶を使ってきた味
噌、醤油蔵へ木桶が供給されなくなり、現
在は三、四千本しか残っていない。そし
て、木桶の職人も大阪の1社だけとなった。
小豆島には千本以上の桶が残っているが、
この木桶もいつか寿命を迎え、次の世代に
引き継ぐ木桶がなくなってしまう。そこで
山本社長は、醤油造りの傍ら、自らが職人
となり木桶職人プロジェクトも開始した。
また、醸造文化がより身近にある海外の

ビール会社へ木桶を寄贈し、PRしながら
「KIOKE」のブランディングを図る。

外国出願による事業効果
小豆島には、国内外から多数の観光客が

訪れ、同社にも年間2万人の見学者があ
る。そしてビジュアル映えする蔵の木桶の
写真がインスタグラム等のSNSに上がると
次の訪問者が増える。また、知らないうち
に海外の新聞で一面の大半に蔵を紹介する
記事が掲載されたり、「鶴醤」の美味しさ
に魅了された海外の有名シェフが商品を紹
介するなど、インバウンドでは終わらない
海外展開が続いている。
さらに、商談会だけではなく、蔵を訪れ

た観光客がヤマロク醤油の魅力に惹かれ取
引先となり、新たな海外販売ルートも構築
されている。
現在は、フランス、ドイツ、台湾、香港、

シンガポール、米国で販売を行い、海外の
売上げが3％ほどであるが、将来的にはま
だまだ伸びる見込みがあり、10％にはした
いという。そのため、海外展開に合わせた
海外での模倣品対策と、商品価値を高める
ための外国出願を行いながら、木桶造り調味
料のブランド化をこれからも進めていく。

商標 「KIOKE」

27年度

27年度

●醤油業界の海外展開

海外での和食ブームにより、味噌、醤油、
出汁などの日本の基本調味料が注目を浴
びる中、醤油の2015年の輸出量は30
年前と比べると3倍となり、また、近年で
は生産拠点を海外に置く企業も増加して
いる。
このような海外進出に伴い「商標権」の重
要性の認識も高まり、当補助金を活用し
て「醤油」に関する出願をする企業が増え
ています。
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特許 世の中にないものを開発して、その技術を特許権で守る

所 在 地
事 業 内 容

ホームページ
資 本 金
従 業 員 数
設 立

：広島県福山市神辺町字道上 1588-2
 半導体・液晶・バイオ関連の自動化
 搬送装置の開発・製造・販売 
：http://www.rorze.com/
：982百万円
：184名
：1985年 3月30日

特許

事業内容
ローツェ株式会社は、岡山県の企業で技

術開発を行っていた現会長の崎谷文雄氏が
1985年に独立し創業、半導体・液晶・バイ
オ関連の自動化・搬送装置の開発・製造・
販売を行っている。「世の中にないものをつ
くる」を合言葉に、独自の技術力で商品開
発を進めるハードベンチャー指向型企業で
ある。
特に、約600の工程に細分化された半導

体の製造工程で使用されるウエハ搬送装置
において、「酸化をさせない」、「ごみを出さ
ない」など徹底したクリーン度を維持しな
がら搬送させる特許技術を武器に、半導体
企業を悩ませていた１枚数百万円もする製
品廃棄ロスを抑え、作業性においても高い
処理能力を発揮する当装置は、半導体・液
晶関連業者を主力得意先としている。その
品質の高さから現場担当者に支持され国内
外で高い評価を受けており他社製品の追随
を許さず、現在、海外では中国、韓国、台
湾などの東アジアを主体に世界でもトップ
シェアを誇る。
1985年、プレハブ小屋から、たった6名

でスタートした企業は、国内半導体市況が
停滞しているなか、2016年8月には東証第
一部に上場した。
海外展開のスタートは、1996年の台湾、

シンガポール、米国に子会社を設立したの
を皮切りに、同年、ベトナムに生産拠点を
設立。現在は生産拠点をベトナムに置く企
業は珍しくないが、この当時に中国ではな
く、ベトナムに生産拠点を置いた企業は日
本で初めて。
移転の理由は、装置の原材料となるアル

ミニウム材料の調達コストの削減とベトナ
ム人の勤勉な国民性にある。ベトナムより
も原材料の調達コストが低い国は他にも
あったが、勤勉な国民性は他では代え難い
ものと考えてのことである。

知財への取組
現在の知財体制は、品質保証の部署の担

当者が兼務。国内出願は基本的に自社で
行っている。スキームとしては、出願の可
否判断の時間短縮に加え、発明者の発表の
場を設けるためにも、発明者が申請書を作
成し先行技術調査を行った上で、「特許評価
シート」を作成。社内トップを交えた「出
願検討会」を経て明細書の作成を行い、代
理人に依頼せずに自ら出願までを行う。
これは、出願の段階ではどこまで事業的

に売れるかわからないためで、他社の状況
を見ながら優先権主張期間の１年以内に再
度精査を行い、出願の是非を検討し、代理
人に手続を依頼する。その段階で新しい要
素を付け加えて、海外出願を行う。現在、開
発系技術者が社内には70名在籍しており、発
明者には知的財産褒奨金制度もある。
同社の出願案件は、社員が地道に研究開

発したものが多く、中古製品として出回っ
たものを分解されれば、当業者には構造が
わかって模倣されてしまう。そのため、クロー
ズ戦略は基本的に考えておらず、とにかく早
い段階で出願をして、審査請求期間の猶予
も計算しながら知財戦略を行っている。

外国出願背景
国内外合わせて特許出願数は約300件、

保有数は約150件。米国、韓国、中国、台湾、
欧州など、取引先である半導体メーカーの
進出先に合わせた出願を行っている。
　現在では、国内外に積極的に特許を出願
している同社であるが、崎谷氏が1982年
に、世界で初めて無塵ウエハ搬送ロボット
を考案した時は、その搬送ロボットは製品
の一部であり、特別なものとは考えておら
ず、すぐに他社から同様の製品が多数市場
に投入されてしまった。その後も、1992年
に無塵のウエハ搬送ロボットアームを2本
備えるダブル・アーム・ロボットを考案、
従来の搬送ロボットと同様のクリーン度を
維持しながら、単位時間あたりに搬送能力
を3倍にするという技術で展示会でも好評
であったが、こちらもすぐに模倣品が出回
る結果となり、知財の必要性を痛感したた
め、翌年、新規性喪失の例外規定の適用を
申請し出願した。これが同社の知財活動の
端緒となっている。出願は、国内競合企業
や海外競合メーカーへの牽制とする意味合
いがあり、同社設立当初における模倣品被
害もなくなった。

特許
「ロボットの制御装置および制御方法」 24年度

「収納容器、収納容器のシャッター開閉ユニット、及びこれらを用いたウエハストッカー」26年度

ローツェ株式会社  広島県福山市 当補助金活用のきっかけは、知財総合支
援窓口、特許アドバイザー、広島発明協会
など普段から知財戦略について相談してい
る過程で紹介されたことによる。
支援案件「ロボットの制御装置及び制御

方法」は、複数の移動軌跡を合成した合成
移動軌跡を自動で生成して、ツールを移動
させる制御装置及び制御方法である。この
技術により、合成移動軌跡を求める演算処
理を不要とし、ロボット制御の前処理に要
する時間を飛躍的に短縮することができ
る。この技術については、ロボットなどの
モーションコントロール技術であり、同社製
のロボットのほぼ全てに搭載されている。
支援案件の「収納容器、収納容器シャッ

ター開閉ユニット、及びこれらを用いたウ
エハストッカー」は、テストウエハやプロ
セスウエハを低湿度・低酸素なPOD内にス
トックし、たびたび発生する工程間の待ち
時間でのウエハ処理膜の劣化を最小限に抑
え、最大で3200枚ウエハを収納可能できる
ストッカーである。
ウエハとは、半導体素子製造の材料で、

高度に組成を管理した単結晶シリコンのよ
うな素材で作られた円柱状のインゴットを
薄くスライスした円盤状の板。開発当時、
半導体ストッカーを作っているメーカーは
あまりなかったが、海外メーカーの製品を
使用してしたエンドユーザーから、もっと
ゴミの出ないクリーン度を維持できる製品
は作れないだろうかとの要望がきっかけと
なり開発された。同社の技術によって開発
されたストッカーは、ストッカー内にごみ
を巻き上げず短時間に窒素を充満させるこ
とによって、ウエハの酸化を防ぎ、保存で
きるようになった。

外国出願による事業効果
「ロボットの制御装置及び制御方法」

は、同社のロボット製品ほとんどに導入さ
れた機械のブレーンの部分で、この技術に
より競合他社との作業の効率性の差別化を
実現している。また「収納容器、収納容器
シャッター開閉ユニット、及びこれらを用
いたウエハストッカー」においては、半導
体の微細化が進み、ウエハ表面の酸化防止
技術の重要性が高まっている中、半導体メー
カーからの要望が高い製品であり、いずれ
も、出願後に台湾や米国から注文が増加し、
同社の直近の好業績に寄与している。ま
た、海外での模倣品対策・抑制策として十
分に機能しており、「外国出願に踏み切っ
てよかった」と安堵しているとのこと。
日本国内工場の閉鎖や海外企業による買

収、海外メーカーの台頭から、半導体製造
工場が海外へシフトされ、出荷製品の80%
が海外へ輸出されているため、国内の権利
化だけでは対応できない状態になり、今後
も、外国出願が必須である。
日進月歩で技術革新が進み、浮き沈みが

激しいとされる半導体分野であるが、自動
車の自動運転技術やIoT技術の発展におい
て市場の伸びが見込まれる。その状況下に
おいて、ローツェ社は「世の中にないもの
をつくる」技術を今後も求められると考
え、社内トップを交えての知財戦略を実行
していく。

支援案件の特許が使用されているパージウエハストッカ

●パテントコラム

発明の新規性喪失の例外規定（特許
法第30条）とは？

日本の特許制度においては、特許出願
より前に公開された発明は原則として
特許を受けることはできません。
しかし、刊行物への論文発表等に
よって自らの発明を公開した後に、
その発明について特許出願をしても
一切特許を受けることができないと
することは、発明者にとって酷な場
合もあり、また、産業の発達への寄
与という特許法の趣旨にもそぐわな
いといえます。
このことから、特許法では、特定の
条件の下で発明を公開した後に特許
出願した場合には、先の公開によっ
てその発明の新規性が喪失しないも
のとして取り扱う規定が設けられて
います。
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特許 世の中にないものを開発して、その技術を特許権で守る

所 在 地
事 業 内 容

ホームページ
資 本 金
従 業 員 数
設 立

：広島県福山市神辺町字道上 1588-2
 半導体・液晶・バイオ関連の自動化
 搬送装置の開発・製造・販売 
：http://www.rorze.com/
：982百万円
：184名
：1985年 3月30日

特許

事業内容
ローツェ株式会社は、岡山県の企業で技

術開発を行っていた現会長の崎谷文雄氏が
1985年に独立し創業、半導体・液晶・バイ
オ関連の自動化・搬送装置の開発・製造・
販売を行っている。「世の中にないものをつ
くる」を合言葉に、独自の技術力で商品開
発を進めるハードベンチャー指向型企業で
ある。
特に、約600の工程に細分化された半導

体の製造工程で使用されるウエハ搬送装置
において、「酸化をさせない」、「ごみを出さ
ない」など徹底したクリーン度を維持しな
がら搬送させる特許技術を武器に、半導体
企業を悩ませていた１枚数百万円もする製
品廃棄ロスを抑え、作業性においても高い
処理能力を発揮する当装置は、半導体・液
晶関連業者を主力得意先としている。その
品質の高さから現場担当者に支持され国内
外で高い評価を受けており他社製品の追随
を許さず、現在、海外では中国、韓国、台
湾などの東アジアを主体に世界でもトップ
シェアを誇る。
1985年、プレハブ小屋から、たった6名

でスタートした企業は、国内半導体市況が
停滞しているなか、2016年8月には東証第
一部に上場した。
海外展開のスタートは、1996年の台湾、

シンガポール、米国に子会社を設立したの
を皮切りに、同年、ベトナムに生産拠点を
設立。現在は生産拠点をベトナムに置く企
業は珍しくないが、この当時に中国ではな
く、ベトナムに生産拠点を置いた企業は日
本で初めて。
移転の理由は、装置の原材料となるアル

ミニウム材料の調達コストの削減とベトナ
ム人の勤勉な国民性にある。ベトナムより
も原材料の調達コストが低い国は他にも
あったが、勤勉な国民性は他では代え難い
ものと考えてのことである。

知財への取組
現在の知財体制は、品質保証の部署の担

当者が兼務。国内出願は基本的に自社で
行っている。スキームとしては、出願の可
否判断の時間短縮に加え、発明者の発表の
場を設けるためにも、発明者が申請書を作
成し先行技術調査を行った上で、「特許評価
シート」を作成。社内トップを交えた「出
願検討会」を経て明細書の作成を行い、代
理人に依頼せずに自ら出願までを行う。
これは、出願の段階ではどこまで事業的

に売れるかわからないためで、他社の状況
を見ながら優先権主張期間の１年以内に再
度精査を行い、出願の是非を検討し、代理
人に手続を依頼する。その段階で新しい要
素を付け加えて、海外出願を行う。現在、開
発系技術者が社内には70名在籍しており、発
明者には知的財産褒奨金制度もある。
同社の出願案件は、社員が地道に研究開

発したものが多く、中古製品として出回っ
たものを分解されれば、当業者には構造が
わかって模倣されてしまう。そのため、クロー
ズ戦略は基本的に考えておらず、とにかく早
い段階で出願をして、審査請求期間の猶予
も計算しながら知財戦略を行っている。

外国出願背景
国内外合わせて特許出願数は約300件、

保有数は約150件。米国、韓国、中国、台湾、
欧州など、取引先である半導体メーカーの
進出先に合わせた出願を行っている。
　現在では、国内外に積極的に特許を出願
している同社であるが、崎谷氏が1982年
に、世界で初めて無塵ウエハ搬送ロボット
を考案した時は、その搬送ロボットは製品
の一部であり、特別なものとは考えておら
ず、すぐに他社から同様の製品が多数市場
に投入されてしまった。その後も、1992年
に無塵のウエハ搬送ロボットアームを2本
備えるダブル・アーム・ロボットを考案、
従来の搬送ロボットと同様のクリーン度を
維持しながら、単位時間あたりに搬送能力
を3倍にするという技術で展示会でも好評
であったが、こちらもすぐに模倣品が出回
る結果となり、知財の必要性を痛感したた
め、翌年、新規性喪失の例外規定の適用を
申請し出願した。これが同社の知財活動の
端緒となっている。出願は、国内競合企業
や海外競合メーカーへの牽制とする意味合
いがあり、同社設立当初における模倣品被
害もなくなった。

特許
「ロボットの制御装置および制御方法」 24年度

「収納容器、収納容器のシャッター開閉ユニット、及びこれらを用いたウエハストッカー」26年度

ローツェ株式会社  広島県福山市 当補助金活用のきっかけは、知財総合支
援窓口、特許アドバイザー、広島発明協会
など普段から知財戦略について相談してい
る過程で紹介されたことによる。
支援案件「ロボットの制御装置及び制御

方法」は、複数の移動軌跡を合成した合成
移動軌跡を自動で生成して、ツールを移動
させる制御装置及び制御方法である。この
技術により、合成移動軌跡を求める演算処
理を不要とし、ロボット制御の前処理に要
する時間を飛躍的に短縮することができ
る。この技術については、ロボットなどの
モーションコントロール技術であり、同社製
のロボットのほぼ全てに搭載されている。
支援案件の「収納容器、収納容器シャッ

ター開閉ユニット、及びこれらを用いたウ
エハストッカー」は、テストウエハやプロ
セスウエハを低湿度・低酸素なPOD内にス
トックし、たびたび発生する工程間の待ち
時間でのウエハ処理膜の劣化を最小限に抑
え、最大で3200枚ウエハを収納可能できる
ストッカーである。
ウエハとは、半導体素子製造の材料で、

高度に組成を管理した単結晶シリコンのよ
うな素材で作られた円柱状のインゴットを
薄くスライスした円盤状の板。開発当時、
半導体ストッカーを作っているメーカーは
あまりなかったが、海外メーカーの製品を
使用してしたエンドユーザーから、もっと
ゴミの出ないクリーン度を維持できる製品
は作れないだろうかとの要望がきっかけと
なり開発された。同社の技術によって開発
されたストッカーは、ストッカー内にごみ
を巻き上げず短時間に窒素を充満させるこ
とによって、ウエハの酸化を防ぎ、保存で
きるようになった。

外国出願による事業効果
「ロボットの制御装置及び制御方法」

は、同社のロボット製品ほとんどに導入さ
れた機械のブレーンの部分で、この技術に
より競合他社との作業の効率性の差別化を
実現している。また「収納容器、収納容器
シャッター開閉ユニット、及びこれらを用
いたウエハストッカー」においては、半導
体の微細化が進み、ウエハ表面の酸化防止
技術の重要性が高まっている中、半導体メー
カーからの要望が高い製品であり、いずれ
も、出願後に台湾や米国から注文が増加し、
同社の直近の好業績に寄与している。ま
た、海外での模倣品対策・抑制策として十
分に機能しており、「外国出願に踏み切っ
てよかった」と安堵しているとのこと。
日本国内工場の閉鎖や海外企業による買

収、海外メーカーの台頭から、半導体製造
工場が海外へシフトされ、出荷製品の80%
が海外へ輸出されているため、国内の権利
化だけでは対応できない状態になり、今後
も、外国出願が必須である。
日進月歩で技術革新が進み、浮き沈みが

激しいとされる半導体分野であるが、自動
車の自動運転技術やIoT技術の発展におい
て市場の伸びが見込まれる。その状況下に
おいて、ローツェ社は「世の中にないもの
をつくる」技術を今後も求められると考
え、社内トップを交えての知財戦略を実行
していく。

支援案件の特許が使用されているパージウエハストッカ

●パテントコラム

発明の新規性喪失の例外規定（特許
法第30条）とは？

日本の特許制度においては、特許出願
より前に公開された発明は原則として
特許を受けることはできません。
しかし、刊行物への論文発表等に
よって自らの発明を公開した後に、
その発明について特許出願をしても
一切特許を受けることができないと
することは、発明者にとって酷な場
合もあり、また、産業の発達への寄
与という特許法の趣旨にもそぐわな
いといえます。
このことから、特許法では、特定の
条件の下で発明を公開した後に特許
出願した場合には、先の公開によっ
てその発明の新規性が喪失しないも
のとして取り扱う規定が設けられて
います。
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2017年3月移転　新社屋イメージ図

所 在 地
事 業 内 容
ホームページ
資 本 金
従 業 員 数
設 立

：山梨県甲府市国母 7-11-4
：ジュエリー製品の開発・製造及び卸売
：http://www.crossfor.com
：8,412万円
：83名
：1987年

商標 「Dancing Stone」

事業内容
株式会社クロスフォー社は、独自の宝石の

カット技術と、石をより美しく見せるための揺動を
生み出すパーツの構造を活かしたオリジナリ
ティあふれるジュエリーを製造し、世界30カ国
以上で販売を行っている。

山梨県は古くからの水晶の産地で、ジュエ
リーの製造が地場産業であり、全国出荷額の
約1/3が出荷されている。同社も設立時は宝石
類の輸入商からスタートしたが、輸入してくれば
宝石が飛ぶように売れたバブル時代が終わり、
状況が一変した。そこで、誰よりも多くの宝石を
見てきた宝石鑑定士の資格を持つ土橋社長
が、新しい宝石のカット手法である「クロスフォー
カット」を考案。これを転機に自社で開発・製造を
手掛けるようになった。

以前は自社にも製造拠点を置いていたが、
現在では地場産業の強みを活かし、県内の協
力会社に製造委託を行うファブレス型を実現し
地元の雇用創出にも寄与している。

海外展開については香港、中国に支社を置
き、海外企業とのライセンス契約により、特許技
術に関するコアパーツを販売してロイヤリティを
得る独自のビジネスモデルを構築している。これ
により、国内での生産限界点の壁を突破し、完
成品のジュエリー販売だけでも全世界で年間
約50万本が販売され、海外ではこれを上回る
個数のパーツ販売を行うなど宝飾業界におけ
る風雲児となり業績も好調である。

知財への取組
現在の知財体制は2名。ジュエリーならではの

「美観の重要性」から石を止める保持具の意匠
などを中心に、特許、実用新案、さらには商標と
すべての分野で権利化を行っている。さらに模
倣品対策についても、2015年に特許庁の「中小
企業等外国侵害対策支援事業」を利用して、海
外での模倣品実態調査を行い、昨年からは、中
国に拠点を置く総合法律事務所と業務委託契
約を締結して、積極的な知財戦略を行っている。

外国出願背景
クロスフォー社が生み出した「クロスフォーカッ

ト」は、宝石のカット手法の特許である。現在でも
宝石のカットは百年以上前に数学者が計算し
て生み出されたものが主流で使われており、新
規のカット手法の考案は少なく、特許出願がさ
れるのは大変珍しい。

以前は、特許出願することは商品価値のプ
ラスアルファとしか考えていなかった。しかし、
その数年後、自社の商品を模倣した考案を他
社に権利化され、権利侵害で訴えられた苦い
経験をした。これを機に「些細なものでもビジ
ネスで必要なものは知財で守る」という意識を
持つことになった。その一つの表れとしてユ
ニークなのが、コアパーツには発売当初から
PCT/JP2011/002357の刻印をして国際特許
出願済であるというブランドアピールをしている
ことである。現在では、国内外に200件ほどの
出願、登録を行っている。

2013、2015年度に本補助金を利用し、中心
の宝石がわずかな振動で揺れることにより周
囲の光をより多く反射して輝く人気のブランド

「Dancing Stone」の商標を、米国、欧州、香
港、ブラジル、タイ、インドネシア、台湾に出願。こ
の輝きを生み出す「宝石が揺れる仕組み」の
コアパーツの意匠を、カンボジア、マレーシア、タ
イ、ベトナム、シンガポールに出願した。これに
は、ジュエリーの生産国と米国などの消費国で
分けた知財戦略がある。特にアジア圏の生産
国では、比較的細かい形態のパーツの意匠に
ついても出願を行い、徹底した権利保護を
図っている。

外国出願による事業効果
前述の知財を取得したコアパーツを販売す

ることで生み出されるロイヤリティ収入は、外国
出願の大きな効果としてクロスフォー社の好調
な業績を支えている。

また、完成品だけでも、50万個が世界中で売
れている人気商品だけに、模倣品被害も増加し
ている。そのため、商標だけでなく、根本の技術
やその技術を具現化するパーツの意匠につい
て知財を取得することで、模倣品対策にも大き
な効力を発揮している。

例えば、模倣品がネット販売等で流通した際
には、販売業者に対して自社の有する知財の
登録番号等を通知することで、時間をかけずに
解決が図ることができる。

今後も新たな事業を進める際には、まずは
特許の出願をした上で展開する方針だという。
これまで培ってきた自社の独自技術の知財管理
体制をさらに強化し、株式上場を目指している。

意匠 「装飾品保持具」

中小企業等侵害対策支援事業も活用

株式会社クロスフォー  山梨県甲府市
商標・意匠 徹底的な知財管理と独自技術による事業展開 特許

所 在 地
事 業 内 容
ホームページ
資 本 金
従 業 員 数
設 立

：山形県米沢市花沢 3075-1
：電子計算機等製造
：http://www.nt-shinsei.com/　http://mokulock.com/
：31百万円
：140名
：1980年

株式会社ニューテックシンセイ  山形県米沢市
地域資源と知財を活かして新事業を展開

特許 「木製組み立てブロックの製造方法」

事業内容
株式会社ニューテックシンセイは、山形

県で大手企業のパソコン等の製造の組立を
担っている電気機械製造の企業である。し
かし、近年、製造拠点の海外へのシフト化
が進んでいることもあり、今後も安定し
た収益を確保し続けることは難しくなっ
ている。そのため、もう一つ別の事業を模
索し、地元の未利用材を利用した木製ブ
ロック「MOKULOCK」を開発し、現在で
は、世界30か国で販売している。

木製ブロックを選んだのは、「地域資源
や強みが一つの物になれば、ここ山形で
やっていく事業として継続ができるのでは
ないか」、「これだけ木があるのだから、木
を使って何かを作りたい」と考えたため。

パソコン製造組立と木製ブロックとは全
く違う分野への展開のようであるが、金属
加工の既存の設備を使い、また、本業で
培った切削技術やノウハウを木の切出しに
生かすことができる。しかし、いざ始めて
みると問題が生じてきた。ブロックは、組
立たり、脱却して遊ぶ玩具であるため、
ピース同士を組み合わせる際に、きつすぎ
ず、また、緩すぎない状況を確保する必要
がある。1個、2個なら簡単にできるが、こ
れが大量生産となると、まず素材である個
体差のある木材自体の条件を整えることが
カギとなる。しかも、気候の異なる世界各
国に出荷されていく製品である。

最初にこの課題を木材の専門家に相談し
たが「できない」との返事であった。そん
な時に、木材は専門外であるが、乾燥の技
術やノウハウを持っていた山形大学が研究
を引き受けてくれ、一年を経て、木材の含
水率の数値等を割り出し、これにより木製
製品にとって一番過酷な環境のインドでも
製品出荷時の品質を確保することができ
た。これまでは、職人の勘に頼ってきた生
産の精度を高めることに成功した。

知財への取組
知財体制は、桒原社長が中心に開発者

と二名で、代理人と相談しながら行って
いる。今後、本製品を展開する国につい
ては、必要に応じて商標を中心として権
利化していく戦略である。

また、「MOKULOCK」は、先に商品展開
をしてしまったことから新規性を喪失して
しまい、「物」の特許を取ることができな
かった経験から、現在開発中の新しい商品
についても商品化の段階で権利化も視野に
入れ、リスクヘッジをしながら更なる展開
を目指す。今後も、商標権、特許権の権利
化による類似品等による被害も抑制してい
きたいとしている。

外国出願背景
ニューテックシンセイ社が知財を意識し

たきっかけは、「MOKULOCK」が人気雑
誌「ソトコト」とのコラボ商品の企画にあ
たり、他社のブロックに関する権利侵害に
ついて問題がないか、共同研究をしていた
山形大学の知財アドバイザーに相談したこ
とによる。この時の権利侵害については特
に問題はなかったが、今後のビジネス展開
も考え商標を出願することになった。

この企画をきっかけに、イタリアの雑誌
やWEBで商品が取り上げられたことなど
から、デザインに敏感な欧州からの問い合
わせが増加し、直接取引が始まった。

そこで山形県発明協会や山形県産業創造
支援センターの支援を受けて、2012年度に
欧州へ初めての外国出願に踏み切る。ま
た、2015年度には、前述の研究成果をベー
ス開発にした「木製組み立てブロックの製
造方法」の特許を米国、イギリス、日本へ
出願した。この出願に際しては高額になる
外国出願の費用負担を考えて、代理人のア
ドバイスのもと、ダイレクトPCT出願を選
択している。温和な社長の人柄もあり、ター
ニグポイントで有識者の的確なアドバイス

を得て、知財体制も順調に進んでいる。

外国出願による事業効果
「MOKULOCK」事業は、現在は、インテ

リア雑貨店、ミュージアムショップやセレクト
ショップなどが主な取引先である。フランス、
ドイツを中心に、現 在 海 外 販 売の比 率は
30％程度であるが、デザイン雑貨のニーズ
や市場規模から、この比率は将来的には海
外の方が伸びていくと予想している。

近年は、山形県の地域資源活用の補助金
の支援を受け、年2回フランスの展示会に
参加してPRを行う。2015年1月には、世界
最高峰のデザイン商品見本市「メゾン・エ・
オブジェ（パリ）」において、出展社3,000社中
9社が受賞した“グリーン・アイテナリー
賞”を受賞するなど、世界が注目するブラ
ンドとなっている。

当初からの考えもあり、現在もすべて直
接取引を行っている。しかし、いろいろな
アドバイスをもらえる利点がある一方、取
引先が増えるにつれ、それぞれの国の規格
に合わせることも難しくなっており、将来
的には信頼できるパートナーを見つけて代
理店契約も考えたい意向。

現在は、売上げの10％を占める当事業の
割合についても30％程度まで高め、もうひ
とつの事業の柱として成長させたいとして
いる。

27年度

24年度商標 「MOKULOCK」

くわ ばら
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所 在 地
事 業 内 容
ホームページ
資 本 金
従 業 員 数
設 立

：山梨県甲府市国母 7-11-4
：ジュエリー製品の開発・製造及び卸売
：http://www.crossfor.com
：8,412万円
：83名
：1987年

商標 「Dancing Stone」

事業内容
株式会社クロスフォー社は、独自の宝石の

カット技術と、石をより美しく見せるための揺動を
生み出すパーツの構造を活かしたオリジナリ
ティあふれるジュエリーを製造し、世界30カ国
以上で販売を行っている。

山梨県は古くからの水晶の産地で、ジュエ
リーの製造が地場産業であり、全国出荷額の
約1/3が出荷されている。同社も設立時は宝石
類の輸入商からスタートしたが、輸入してくれば
宝石が飛ぶように売れたバブル時代が終わり、
状況が一変した。そこで、誰よりも多くの宝石を
見てきた宝石鑑定士の資格を持つ土橋社長
が、新しい宝石のカット手法である「クロスフォー
カット」を考案。これを転機に自社で開発・製造を
手掛けるようになった。

以前は自社にも製造拠点を置いていたが、
現在では地場産業の強みを活かし、県内の協
力会社に製造委託を行うファブレス型を実現し
地元の雇用創出にも寄与している。

海外展開については香港、中国に支社を置
き、海外企業とのライセンス契約により、特許技
術に関するコアパーツを販売してロイヤリティを
得る独自のビジネスモデルを構築している。これ
により、国内での生産限界点の壁を突破し、完
成品のジュエリー販売だけでも全世界で年間
約50万本が販売され、海外ではこれを上回る
個数のパーツ販売を行うなど宝飾業界におけ
る風雲児となり業績も好調である。

知財への取組
現在の知財体制は2名。ジュエリーならではの

「美観の重要性」から石を止める保持具の意匠
などを中心に、特許、実用新案、さらには商標と
すべての分野で権利化を行っている。さらに模
倣品対策についても、2015年に特許庁の「中小
企業等外国侵害対策支援事業」を利用して、海
外での模倣品実態調査を行い、昨年からは、中
国に拠点を置く総合法律事務所と業務委託契
約を締結して、積極的な知財戦略を行っている。

外国出願背景
クロスフォー社が生み出した「クロスフォーカッ

ト」は、宝石のカット手法の特許である。現在でも
宝石のカットは百年以上前に数学者が計算し
て生み出されたものが主流で使われており、新
規のカット手法の考案は少なく、特許出願がさ
れるのは大変珍しい。

以前は、特許出願することは商品価値のプ
ラスアルファとしか考えていなかった。しかし、
その数年後、自社の商品を模倣した考案を他
社に権利化され、権利侵害で訴えられた苦い
経験をした。これを機に「些細なものでもビジ
ネスで必要なものは知財で守る」という意識を
持つことになった。その一つの表れとしてユ
ニークなのが、コアパーツには発売当初から
PCT/JP2011/002357の刻印をして国際特許
出願済であるというブランドアピールをしている
ことである。現在では、国内外に200件ほどの
出願、登録を行っている。

2013、2015年度に本補助金を利用し、中心
の宝石がわずかな振動で揺れることにより周
囲の光をより多く反射して輝く人気のブランド

「Dancing Stone」の商標を、米国、欧州、香
港、ブラジル、タイ、インドネシア、台湾に出願。こ
の輝きを生み出す「宝石が揺れる仕組み」の
コアパーツの意匠を、カンボジア、マレーシア、タ
イ、ベトナム、シンガポールに出願した。これに
は、ジュエリーの生産国と米国などの消費国で
分けた知財戦略がある。特にアジア圏の生産
国では、比較的細かい形態のパーツの意匠に
ついても出願を行い、徹底した権利保護を
図っている。

外国出願による事業効果
前述の知財を取得したコアパーツを販売す

ることで生み出されるロイヤリティ収入は、外国
出願の大きな効果としてクロスフォー社の好調
な業績を支えている。

また、完成品だけでも、50万個が世界中で売
れている人気商品だけに、模倣品被害も増加し
ている。そのため、商標だけでなく、根本の技術
やその技術を具現化するパーツの意匠につい
て知財を取得することで、模倣品対策にも大き
な効力を発揮している。

例えば、模倣品がネット販売等で流通した際
には、販売業者に対して自社の有する知財の
登録番号等を通知することで、時間をかけずに
解決が図ることができる。

今後も新たな事業を進める際には、まずは
特許の出願をした上で展開する方針だという。
これまで培ってきた自社の独自技術の知財管理
体制をさらに強化し、株式上場を目指している。

意匠 「装飾品保持具」

中小企業等侵害対策支援事業も活用

株式会社クロスフォー  山梨県甲府市
商標・意匠 徹底的な知財管理と独自技術による事業展開 特許

所 在 地
事 業 内 容
ホームページ
資 本 金
従 業 員 数
設 立

：山形県米沢市花沢 3075-1
：電子計算機等製造
：http://www.nt-shinsei.com/　http://mokulock.com/
：31百万円
：140名
：1980年

株式会社ニューテックシンセイ  山形県米沢市
地域資源と知財を活かして新事業を展開

特許 「木製組み立てブロックの製造方法」

事業内容
株式会社ニューテックシンセイは、山形

県で大手企業のパソコン等の製造の組立を
担っている電気機械製造の企業である。し
かし、近年、製造拠点の海外へのシフト化
が進んでいることもあり、今後も安定し
た収益を確保し続けることは難しくなっ
ている。そのため、もう一つ別の事業を模
索し、地元の未利用材を利用した木製ブ
ロック「MOKULOCK」を開発し、現在で
は、世界30か国で販売している。

木製ブロックを選んだのは、「地域資源
や強みが一つの物になれば、ここ山形で
やっていく事業として継続ができるのでは
ないか」、「これだけ木があるのだから、木
を使って何かを作りたい」と考えたため。

パソコン製造組立と木製ブロックとは全
く違う分野への展開のようであるが、金属
加工の既存の設備を使い、また、本業で
培った切削技術やノウハウを木の切出しに
生かすことができる。しかし、いざ始めて
みると問題が生じてきた。ブロックは、組
立たり、脱却して遊ぶ玩具であるため、
ピース同士を組み合わせる際に、きつすぎ
ず、また、緩すぎない状況を確保する必要
がある。1個、2個なら簡単にできるが、こ
れが大量生産となると、まず素材である個
体差のある木材自体の条件を整えることが
カギとなる。しかも、気候の異なる世界各
国に出荷されていく製品である。

最初にこの課題を木材の専門家に相談し
たが「できない」との返事であった。そん
な時に、木材は専門外であるが、乾燥の技
術やノウハウを持っていた山形大学が研究
を引き受けてくれ、一年を経て、木材の含
水率の数値等を割り出し、これにより木製
製品にとって一番過酷な環境のインドでも
製品出荷時の品質を確保することができ
た。これまでは、職人の勘に頼ってきた生
産の精度を高めることに成功した。

知財への取組
知財体制は、桒原社長が中心に開発者

と二名で、代理人と相談しながら行って
いる。今後、本製品を展開する国につい
ては、必要に応じて商標を中心として権
利化していく戦略である。

また、「MOKULOCK」は、先に商品展開
をしてしまったことから新規性を喪失して
しまい、「物」の特許を取ることができな
かった経験から、現在開発中の新しい商品
についても商品化の段階で権利化も視野に
入れ、リスクヘッジをしながら更なる展開
を目指す。今後も、商標権、特許権の権利
化による類似品等による被害も抑制してい
きたいとしている。

外国出願背景
ニューテックシンセイ社が知財を意識し

たきっかけは、「MOKULOCK」が人気雑
誌「ソトコト」とのコラボ商品の企画にあ
たり、他社のブロックに関する権利侵害に
ついて問題がないか、共同研究をしていた
山形大学の知財アドバイザーに相談したこ
とによる。この時の権利侵害については特
に問題はなかったが、今後のビジネス展開
も考え商標を出願することになった。

この企画をきっかけに、イタリアの雑誌
やWEBで商品が取り上げられたことなど
から、デザインに敏感な欧州からの問い合
わせが増加し、直接取引が始まった。

そこで山形県発明協会や山形県産業創造
支援センターの支援を受けて、2012年度に
欧州へ初めての外国出願に踏み切る。ま
た、2015年度には、前述の研究成果をベー
ス開発にした「木製組み立てブロックの製
造方法」の特許を米国、イギリス、日本へ
出願した。この出願に際しては高額になる
外国出願の費用負担を考えて、代理人のア
ドバイスのもと、ダイレクトPCT出願を選
択している。温和な社長の人柄もあり、ター
ニグポイントで有識者の的確なアドバイス

を得て、知財体制も順調に進んでいる。

外国出願による事業効果
「MOKULOCK」事業は、現在は、インテ

リア雑貨店、ミュージアムショップやセレクト
ショップなどが主な取引先である。フランス、
ドイツを中心に、現 在 海 外 販 売の比 率は
30％程度であるが、デザイン雑貨のニーズ
や市場規模から、この比率は将来的には海
外の方が伸びていくと予想している。

近年は、山形県の地域資源活用の補助金
の支援を受け、年2回フランスの展示会に
参加してPRを行う。2015年1月には、世界
最高峰のデザイン商品見本市「メゾン・エ・
オブジェ（パリ）」において、出展社3,000社中
9社が受賞した“グリーン・アイテナリー
賞”を受賞するなど、世界が注目するブラ
ンドとなっている。

当初からの考えもあり、現在もすべて直
接取引を行っている。しかし、いろいろな
アドバイスをもらえる利点がある一方、取
引先が増えるにつれ、それぞれの国の規格
に合わせることも難しくなっており、将来
的には信頼できるパートナーを見つけて代
理店契約も考えたい意向。

現在は、売上げの10％を占める当事業の
割合についても30％程度まで高め、もうひ
とつの事業の柱として成長させたいとして
いる。

27年度

24年度商標 「MOKULOCK」

くわ ばら
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支援案件の特許が使用されている羽根

特許

所 在 地
事 業 内 容
ホームページ
資 本 金
従 業 員 数
設 立

：福岡県福岡市博多区上牟田 3-6-19
：産業用乾燥機、コンベアなどの各種産業用機器の卸売および開発・製造
：http://www.kenmori.com/index.html
：1,000万円
：3名
：1973年

研機株式会社  福岡県福岡市
技術と知財を武器に、環境先進国に進出

特許 「スクリューコンベア」

事業内容
研機株式会社は、各種コンベア、コンベ

ア式乾燥機の設計から製作、施工、そして
修理、メンテナンスを行う福岡県の企業で
ある。「社長は元気の塊」と社員が語る森山
社長が、先代の父から事業を引き継いだ約
5年前に海外展開へ舵を切った。
同社は、産業機械分野向けへ製作、メン

テナンスなどの事業を広く行っていた。し
かし森山氏は、今後成長が見込める環境分
野への進出のため、自社の強みであるスク
リューコンベアに焦点を定め、試行錯誤を
行いながら改良を行い、独自で機械を開発
し、特許を出願、取得。同社のこの機械
は、主に化学工場、自動車工場、食品加工
工場などから廃棄される汚泥、廃棄物の処
理で利用されている。
また、このスクリューコンベアの機能を

備えた特許を同社が特許出願、日本と米国
で権利を取得している「産業用乾燥装置」
は、これまで処理が困難とされていた粘着
性を持った物質などについても、独自の方
法で乾燥させることを可能にした。これに
より、廃棄物の質量を大幅に抑え、廃棄コ
ストを削減することに加え、原料、飼料、
肥料等へのリサイクルも可能にした。どの
ような素材も乾燥できるため販路も多く、
今後も事業の拡大が見込めるという。
このような開発過程においても、同社で

は社員間の活発な意見交換を行い、社員一
人一人が議論を交わす。目標を共有できる
小規模企業ならではの取組が、その高い技
術力や実行力を裏打ちしている。

知財への取組
スクリュー式の乾燥機は他社でも製造さ

れているが、羽根の構造やクリアランスの
設定が同社の独自の技術である。通常のス
クリューコンベアは、いわゆるスクリュー
型に巻いたものだが、半円形の羽を組み合
わせている点が他社製品にはない特徴であ
る。しかし、当業者（※）であれば外観からも
構造が分かり、納品後に分解されてしまえ
ば、簡単に模倣されてしまう恐れもある。
そこで、自社の開発した機械の権利を守る
ためにも、上下水道部門の技術者でもあ
り、知財総合支援窓口の金谷氏からも様々
なアドバイスを受け、まずは国内での特許
出願を始めた。これが知財に取り組むきっ
かけである。現在も、当窓口の支援を受け
ながら、代理人と相談しながら知財戦略を
進める。
（※）当業者：特許出願された発明の属する技術分野

における通常の知識を有する者

外国出願背景
研機の「スクリュー型の連続式低温乾燥

装置」は、羽根の形を工夫することで羽根
同士が付着した原料を剥がしながら回転
し、どんな付着性、固着性、粘着性があっ
ても詰まらないスクリュー式の乾燥機であ
る。これにより、木材固形物から汚泥ま
で、それぞれの性質に合わせて確実な乾燥
ができ、あらゆる工業系スラリーから食品
廃棄汚泥まで対応でき、しかも24時間連続
運転対応できる。しかし、国内メーカは、

大手の企業の機械を導入し
がちな傾向があり、ノンブ
ランドの小規模企業の参入
が難しい。そこで森山社長
は、日本より環境基準がよ
り厳しく環境先進国の欧州
市場へ目を向けた。

「社長が朝礼で、これからは海外展開を
すると言い出した時には、正直半信半疑で
した」と、その頃入社したばかりだった若
手社員の木村氏、森山氏の二人は当時を振
り返り語る。しかし、その言葉は実行さ
れ、展示会をきっかけにフランスの企業が
EUでの独占販売代理店となり、木村氏も21
歳の時、いきなりドイツの展示会に単身で派
遣されることになる。
この海外展開に合わせ、2013年度に（公

財）福岡県中小企業振興センターを窓口
に、当補助金を利用し、海外で初めて「ス
クリューコンベア」をフランス、米国に出
願したが、既に米国では取得し2015年度に
も、「処理が困難な水分を多く含んだ廃棄
物の再資源化リサイクルのための乾燥機」
の特許を韓国・台湾・中国へ出願した。こ
れは、国内の出願同様に模倣品被害防止の
対策でもある。

外国出願による事業効果
フランスを初めEU諸国は環境先進国で、
廃棄物の処理において求められる水準が高
い。このような地域こそが自社製品の技術力
をアピールできる絶好の市場である。すでに、
同社ではフランス、ポーランド、中国、韓国へ
納入。また、フランス企業とは販売代理権の
他に技術提携などの成果も出ており、海外販
売が国内での実績額を上回っている。
また、海外での販売の実績により「環境先
進国でも評価されている製品」として、国内
での評価が高まるなどの相乗効果も生まれ
ている。
次世代を担う社員も、海外の展示会や納

品で、「どうしたら海外で評価される製品にな
るのか」、「海外向け製品で気を付ける点は
何か」等、経営的な思考も身についたという。
研機株式会社は、今後も権利化行うこと

で、国内外において、今後さらに「研機ブラン
ド」の価値の向上を図っていく意向である。

特許 「処理が困難な水分を多く含んだ廃棄物の再資源化リサイクルのための乾燥機」

25年度

27年度
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シアトル・ベルビュー店台湾・太平洋SOGO台北復興館店

商標

所 在 地

事 業 内 容
ホームページ
資 本 金
従 業 員 数
設 立

：北海道札幌市中央区南 6条西 1-5-3
 6・1ビル2階
：飲食店経営、卸売
：http://www.santouka.co.jp/corporate
：4,460万円
：50名
：1999年（創業1988年）

株式会社アブ・アウト  北海道札幌市
旭川発ラーメン　海外展開に合わせた商標のブランディング

事業内容
株式会社アブ・アウトは、「らーめん山

頭火」を主軸に直営・フランチャイズ店
（FC）を国内外に展開している。1988年、
創業者である畠中会長が「俺が美味しいラー
メンを作る」と家族に宣言し、旭川で誕生した
「らーめん山頭火」は、座席数9席、メニュー
は「しおらーめん」だけだった。このインパクト
のある店名を付けたのは畠中会長の兄。そ
の当時の畠中会長が「放浪癖があり、お酒が
好きな種田山頭火に似ているから」という理
由であった。
こうして誕生した手間暇をかけたこだわ

りの手作りラーメンは瞬く間に全国区へ広
がっていく。1999年にはFCの拡大に伴い、
同社を設立し運営を始め、2003年の香港で
のFC店を皮切りに海外に進出する。以後、
畠中社長が当初からターゲットにしてきた
米国を中心に次々と進出を果たし、2018年3
月で創業30年目を迎える。サービスに一切
の妥協を許さず、本物を追い続ける姿勢が
多くの国において受け入れられている。

知財への取組
現在の知財体制は人事総務部の2名で兼

務しており、国内外の知財関係について、
店舗の展開に合せる形で必要となる商標申
請や管理を行っている。
アブ・アウト社では、知財戦略の一環として
国内の看板等で使用している「山頭火」の
ロゴだけではなく、海外展開用には
「HOKKAIDO　RAMEN」を組み合わせ、
英語圏の人にも識別できるロゴを新たに商
標登録し、この商標を外国出願する。ラー
メンはもとより、外国人に人気のある北海
道発のブランド力を全面に押し出すブラン
ディングである。しかし、出願国によって
は、「北海道」の地名がネックとなり、拒
絶理由通知を受けることもあるが、
「HOKKAIDO」の単語部分の権利放棄を行
う等で応答を行い、権利を得ている。

今後も、新しい国への出店計画が進んでお
り、これに合わせた海外知財戦略の重要性が
高まる中、語学に堪能な担当者ダットワーニ氏
が、今では各国の先行商標登録の検索を自
社で行うなど、熱心に取り組んでいる。

外国出願背景
アブ・アウト社の知財への気づきは、米国に
進出する際に弁理士に進められたことによ
る。これを機に、役員や海外事業部から出店
計画の報告が上がると、進出に合わせ商標
出願をしている。2014年度には（公財）北海
道中小企業総合支援センターを窓口にイギリ
ス、欧州、ロシアなどに出願した。
商標権は、特許権のように20年の存続期

限がなく、更新手続を行えばその権利を保護
することができる。しかし、この更新の時期を
失念してしまうと、その隙間に第三者に出願
され、自社の権利を失ってしまうことも起こり
得る事例もあり、同社では改めて知財管理の
必要性を痛感し、積極的に知財に取組むこと
にしている。

外国出願による事業効果
アブ・アウト社の海外展開は順調に進んでお

り、国内25店舗に対して、米国、カナダ、香港、
シンガポールなどに現地法人や合弁会社を
置き、世界9か国35店舗を展開する。今後も更
に海外店舗の拡大を続けていく方針である。
すでに国内のラーメン店は競争が激しく、

飽和状態にある。また、少子化の影響もあり今

後も外食市場は縮小していくと予測される。そ
のため、国内の業績の悪い店舗はクローズし、
その分を海外に出店していくという経営戦略
を進める。
海外展開において同社のほとんどの店舗

は、路面店ではなく集客力のあるフードコート
の店舗を利用している。特に海外店舗の中で
もバンクーバーとトロント地区での売り上げが
好調で、日本よりやや高い単価ながら、月に1店
舗で2500万円から3000万円を売り上げる。
現在では、「らーめん山頭火」の売り上げ

は海外が70％を占める。今年も、引き続き米国
にダラス一号店、ハワイ2号店をオープン。
また、アジア地域では好調なフィリピンでの11、
12号店を計画するなど積極的な展開を予定
している。
今後も新たな国において事業を進める際

にも、商標の出願を念頭に置き、知財管理体
制も整えながら、世界に日本食としての「ラー
メン」を広めていきたいとしている。

商標

らーめん山頭火　連合ロゴ

●ラーメン業界の海外展開

今や国民食であるラーメン。日本人だけ
でなく、その味に魅了された外国人観光
客が、ガイドブックを片手に行列し、店内
では箸を上手に使いラーメンをすする姿
を多く見かける。また、人気ラーメン店の
海外進出も年々増加しており、当補助金
を活用した「ラーメン」に関する出願も増
えている。

支援案件の特許が使用されている羽根

特許

所 在 地
事 業 内 容
ホームページ
資 本 金
従 業 員 数
設 立

：福岡県福岡市博多区上牟田 3-6-19
：産業用乾燥機、コンベアなどの各種産業用機器の卸売および開発・製造
：http://www.kenmori.com/index.html
：1,000万円
：3名
：1973年

研機株式会社  福岡県福岡市
技術と知財を武器に、環境先進国に進出

特許 「スクリューコンベア」

事業内容
研機株式会社は、各種コンベア、コンベ

ア式乾燥機の設計から製作、施工、そして
修理、メンテナンスを行う福岡県の企業で
ある。「社長は元気の塊」と社員が語る森山
社長が、先代の父から事業を引き継いだ約
5年前に海外展開へ舵を切った。
同社は、産業機械分野向けへ製作、メン

テナンスなどの事業を広く行っていた。し
かし森山氏は、今後成長が見込める環境分
野への進出のため、自社の強みであるスク
リューコンベアに焦点を定め、試行錯誤を
行いながら改良を行い、独自で機械を開発
し、特許を出願、取得。同社のこの機械
は、主に化学工場、自動車工場、食品加工
工場などから廃棄される汚泥、廃棄物の処
理で利用されている。
また、このスクリューコンベアの機能を

備えた特許を同社が特許出願、日本と米国
で権利を取得している「産業用乾燥装置」
は、これまで処理が困難とされていた粘着
性を持った物質などについても、独自の方
法で乾燥させることを可能にした。これに
より、廃棄物の質量を大幅に抑え、廃棄コ
ストを削減することに加え、原料、飼料、
肥料等へのリサイクルも可能にした。どの
ような素材も乾燥できるため販路も多く、
今後も事業の拡大が見込めるという。
このような開発過程においても、同社で

は社員間の活発な意見交換を行い、社員一
人一人が議論を交わす。目標を共有できる
小規模企業ならではの取組が、その高い技
術力や実行力を裏打ちしている。

知財への取組
スクリュー式の乾燥機は他社でも製造さ

れているが、羽根の構造やクリアランスの
設定が同社の独自の技術である。通常のス
クリューコンベアは、いわゆるスクリュー
型に巻いたものだが、半円形の羽を組み合
わせている点が他社製品にはない特徴であ
る。しかし、当業者（※）であれば外観からも
構造が分かり、納品後に分解されてしまえ
ば、簡単に模倣されてしまう恐れもある。
そこで、自社の開発した機械の権利を守る
ためにも、上下水道部門の技術者でもあ
り、知財総合支援窓口の金谷氏からも様々
なアドバイスを受け、まずは国内での特許
出願を始めた。これが知財に取り組むきっ
かけである。現在も、当窓口の支援を受け
ながら、代理人と相談しながら知財戦略を
進める。
（※）当業者：特許出願された発明の属する技術分野

における通常の知識を有する者

外国出願背景
研機の「スクリュー型の連続式低温乾燥

装置」は、羽根の形を工夫することで羽根
同士が付着した原料を剥がしながら回転
し、どんな付着性、固着性、粘着性があっ
ても詰まらないスクリュー式の乾燥機であ
る。これにより、木材固形物から汚泥ま
で、それぞれの性質に合わせて確実な乾燥
ができ、あらゆる工業系スラリーから食品
廃棄汚泥まで対応でき、しかも24時間連続
運転対応できる。しかし、国内メーカは、

大手の企業の機械を導入し
がちな傾向があり、ノンブ
ランドの小規模企業の参入
が難しい。そこで森山社長
は、日本より環境基準がよ
り厳しく環境先進国の欧州
市場へ目を向けた。

「社長が朝礼で、これからは海外展開を
すると言い出した時には、正直半信半疑で
した」と、その頃入社したばかりだった若
手社員の木村氏、森山氏の二人は当時を振
り返り語る。しかし、その言葉は実行さ
れ、展示会をきっかけにフランスの企業が
EUでの独占販売代理店となり、木村氏も21
歳の時、いきなりドイツの展示会に単身で派
遣されることになる。
この海外展開に合わせ、2013年度に（公

財）福岡県中小企業振興センターを窓口
に、当補助金を利用し、海外で初めて「ス
クリューコンベア」をフランス、米国に出
願したが、既に米国では取得し2015年度に
も、「処理が困難な水分を多く含んだ廃棄
物の再資源化リサイクルのための乾燥機」
の特許を韓国・台湾・中国へ出願した。こ
れは、国内の出願同様に模倣品被害防止の
対策でもある。

外国出願による事業効果
フランスを初めEU諸国は環境先進国で、
廃棄物の処理において求められる水準が高
い。このような地域こそが自社製品の技術力
をアピールできる絶好の市場である。すでに、
同社ではフランス、ポーランド、中国、韓国へ
納入。また、フランス企業とは販売代理権の
他に技術提携などの成果も出ており、海外販
売が国内での実績額を上回っている。
また、海外での販売の実績により「環境先
進国でも評価されている製品」として、国内
での評価が高まるなどの相乗効果も生まれ
ている。
次世代を担う社員も、海外の展示会や納

品で、「どうしたら海外で評価される製品にな
るのか」、「海外向け製品で気を付ける点は
何か」等、経営的な思考も身についたという。
研機株式会社は、今後も権利化行うこと

で、国内外において、今後さらに「研機ブラン
ド」の価値の向上を図っていく意向である。

特許 「処理が困難な水分を多く含んだ廃棄物の再資源化リサイクルのための乾燥機」

25年度

27年度
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ホットパリソン法による一貫生産を行うブロー成形機

食洗器対応保存容器「マイクロクリア」

パッキン一体化保存容器「EASY CARE」

商標

所 在 地
事 業 内 容
資 本 金
従 業 員 数
設 立

：奈良県大和郡山市額田部北町 1216－5
：プラスチック家庭日用品の製造販売
：4億 9060万円
：120名
：昭和 32年 11月17日

岩崎工業株式会社  奈良県大和郡山市
「知財を取得できるオンリー・ワンのモノづくり」

商標 Lustro Ware（ラストロウェア）図形

事業内容
岩崎工業株式会社は、プラスチック家庭

日用品を展開する国内トップシェアを誇る
企業である。前身である岩崎商店が東大阪
で昭和9年に創業し、米国から入ってきた
プラスチック製品を扱うようになり、昭和
42年より広い工場用地を求め、現在の奈良
県に移転した。現在、奈良県に本社を置
き、三重県松阪市の工場で7割以上の製造
を行っている。

岩崎工業のモノづくりは、オンリーワン
にこだわる。自社製品だからできる素材の
開発や金型の設計からスタートする。こう
して生み出される製品は、市場にあふれる
外国産の廉価なプラスチック保存容器とは
一線を画している。このモノづくりの原点
にあるのは、「あくまでお客様目線での
マーケットインの製品開発」、「消費者の不
平不満の解消」と岩﨑社長は言う。

こうして生み出される商品は、消費者の
利便性を追い求めた高機能性と、そのまま
食卓においてもシンプルで美しいデザイン
性が支持され、数々のグッドデザイン賞を
受賞。北米、カナダを中心に23カ国の海外
で販売されている。

現在は、全体の売上げの13％を海外が占
めるが、今後は前職で米国に駐在経験のあ
る岩﨑社長を中心に、北米市場をターゲッ
トに販路を拡大し、全体の売上げ20％を目
指している。

知財への取組
現在の知財体制は、経営管理部が代理人

と相談しながら行っている。独自開発の製
品に関する特許出願や、商品名、シリーズ
名の展開に合わせた商標権や意匠権を多数
保有している。

しかし、同社の人気製品の形状を摸した
粗悪な模倣品が中国のWEBで販売されて
いるのが複数確認されている。模倣品業者
は、権利侵害の指摘を避けるため、あえて

商標使用せず、形状のみを模倣して販売を
行っており、このような粗悪品の販売は同
社が作り上げたブランドのマイナスイメー
ジなってしまう。この対策については次の
課題である。

外国出願背景
日本では「ブランディング」という言葉

自体がまだ珍しい時代に、先代社長が米国
のレディボーデンアイスクリーム社の保有
していた家庭用品ブランド「ラストロウェ
ア」のライセンス権を1968年に獲得、この
商標を活用したブランディグ戦略を打ち出
す。家庭用品業界においては、海外ライセ
ンスを使用しての商品ブランド化も当時ま
だ珍しく、時代の先駆者であった。

その後、商標権を買い取り、米国発のブラ
ンドは日本で独自の商品展開を進めてきた。

「ラストロウェアのブランドのもとに、差別
化商品を考えてオンリーワンを作り出し、他
社より半歩ぐらい前に出たい。「しかし、あく
まで基本はTRUE BASICであること。あま
り奇をてらわず、地道なところであまり道を外
さないようなことを考えていこうとスタートし
た。そして、ライセンスは取得して終わりでは
なく、どう活用していくかが重要である」と
岩﨑社長は語る。

この「ラストロウェア」の海外市場の展開
に合わせて、商標の外国出願も積極的に行
い、（公財）奈良県地域産業振興センターを
窓口に、カナダ、欧州、シンガポール、ブラジ
ルへ当補助金を利用して出願を行った。

外国出願による事業効果
商標で独自のブランディングを行いなが

ら海外展開を続ける「ラストロウェア」は、
機能面でも、更なる進化を遂げている。

昨年度は長年の消費者の不満を解消する
パッキンレスの保存容器に関する特許で国際
出願を行い、各国での登録を目指している。

この蓋とパッキンが一体化となった保存
容器「EASY　CARE」は従来課題だった
パッキン部分の洗いにくさが解消でき、洗
浄時のパッキン脱着の手間もなくなる。
パッキン部分に用いたサーモプラスチック
エラストマー（TPE）は、同社がPP樹脂製
の蓋との一体化を実現するため独自開発し
た新素材で、耐熱性・弾性に優れており、
220度の熱溶着処理を施すことでプラス
チックの蓋との接着を可能にした。

この「EASY　CARE」はすでに米国向
けに出荷されており、米国のニーズに合っ
たこの製品の今後の展開が楽しみである。
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ホットパリソン法による一貫生産を行うブロー成形機

食洗器対応保存容器「マイクロクリア」

パッキン一体化保存容器「EASY CARE」

商標

所 在 地
事 業 内 容
資 本 金
従 業 員 数
設 立

：奈良県大和郡山市額田部北町 1216－5
：プラスチック家庭日用品の製造販売
：4億 9060万円
：120名
：昭和 32年 11月17日

岩崎工業株式会社  奈良県大和郡山市
「知財を取得できるオンリー・ワンのモノづくり」

商標 Lustro Ware（ラストロウェア）図形

事業内容
岩崎工業株式会社は、プラスチック家庭

日用品を展開する国内トップシェアを誇る
企業である。前身である岩崎商店が東大阪
で昭和9年に創業し、米国から入ってきた
プラスチック製品を扱うようになり、昭和
42年より広い工場用地を求め、現在の奈良
県に移転した。現在、奈良県に本社を置
き、三重県松阪市の工場で7割以上の製造
を行っている。

岩崎工業のモノづくりは、オンリーワン
にこだわる。自社製品だからできる素材の
開発や金型の設計からスタートする。こう
して生み出される製品は、市場にあふれる
外国産の廉価なプラスチック保存容器とは
一線を画している。このモノづくりの原点
にあるのは、「あくまでお客様目線での
マーケットインの製品開発」、「消費者の不
平不満の解消」と岩﨑社長は言う。

こうして生み出される商品は、消費者の
利便性を追い求めた高機能性と、そのまま
食卓においてもシンプルで美しいデザイン
性が支持され、数々のグッドデザイン賞を
受賞。北米、カナダを中心に23カ国の海外
で販売されている。

現在は、全体の売上げの13％を海外が占
めるが、今後は前職で米国に駐在経験のあ
る岩﨑社長を中心に、北米市場をターゲッ
トに販路を拡大し、全体の売上げ20％を目
指している。

知財への取組
現在の知財体制は、経営管理部が代理人

と相談しながら行っている。独自開発の製
品に関する特許出願や、商品名、シリーズ
名の展開に合わせた商標権や意匠権を多数
保有している。

しかし、同社の人気製品の形状を摸した
粗悪な模倣品が中国のWEBで販売されて
いるのが複数確認されている。模倣品業者
は、権利侵害の指摘を避けるため、あえて

商標使用せず、形状のみを模倣して販売を
行っており、このような粗悪品の販売は同
社が作り上げたブランドのマイナスイメー
ジなってしまう。この対策については次の
課題である。

外国出願背景
日本では「ブランディング」という言葉

自体がまだ珍しい時代に、先代社長が米国
のレディボーデンアイスクリーム社の保有
していた家庭用品ブランド「ラストロウェ
ア」のライセンス権を1968年に獲得、この
商標を活用したブランディグ戦略を打ち出
す。家庭用品業界においては、海外ライセ
ンスを使用しての商品ブランド化も当時ま
だ珍しく、時代の先駆者であった。

その後、商標権を買い取り、米国発のブラ
ンドは日本で独自の商品展開を進めてきた。

「ラストロウェアのブランドのもとに、差別
化商品を考えてオンリーワンを作り出し、他
社より半歩ぐらい前に出たい。「しかし、あく
まで基本はTRUE BASICであること。あま
り奇をてらわず、地道なところであまり道を外
さないようなことを考えていこうとスタートし
た。そして、ライセンスは取得して終わりでは
なく、どう活用していくかが重要である」と
岩﨑社長は語る。

この「ラストロウェア」の海外市場の展開
に合わせて、商標の外国出願も積極的に行
い、（公財）奈良県地域産業振興センターを
窓口に、カナダ、欧州、シンガポール、ブラジ
ルへ当補助金を利用して出願を行った。

外国出願による事業効果
商標で独自のブランディングを行いなが

ら海外展開を続ける「ラストロウェア」は、
機能面でも、更なる進化を遂げている。

昨年度は長年の消費者の不満を解消する
パッキンレスの保存容器に関する特許で国際
出願を行い、各国での登録を目指している。

この蓋とパッキンが一体化となった保存
容器「EASY　CARE」は従来課題だった
パッキン部分の洗いにくさが解消でき、洗
浄時のパッキン脱着の手間もなくなる。
パッキン部分に用いたサーモプラスチック
エラストマー（TPE）は、同社がPP樹脂製
の蓋との一体化を実現するため独自開発し
た新素材で、耐熱性・弾性に優れており、
220度の熱溶着処理を施すことでプラス
チックの蓋との接着を可能にした。

この「EASY　CARE」はすでに米国向
けに出荷されており、米国のニーズに合っ
たこの製品の今後の展開が楽しみである。

佐藤水産株式会社 北海道札幌市 株式会社伍魚福 兵庫県神戸市

事業内容
佐藤水産株式会社は、北海道産の天然秋鮭など地場産の素材に

こだわった高級海産物の製造販売を行っている。創業者が、石狩
の親船町で日用雑貨の行商から始め、新巻鮭の1本売を作って販
売したのが始まり。現在では「佐藤水産といえば、お中元やお歳
暮などに使える、ちょっと高級なギフト品」として認知度が高
い。現在では、道内に8店舗を展開、通販や卸も行う。また、海
産物に加えて、いくらや鮭の北海道の海の幸を贅沢に使った海鮮
弁当などが全国百貨店の北海道物産展でも人気を博し、この売上
げも業績を支えている。

知財への取組
佐藤水産では、商品名の商標だけでなく、魚卵のカット法の製法

特許等も積極的に出願。現在の知財体制は専門部署を持たず、商
品開発を行う研究室が担当し、新しい製法技術や新商品の開発の
際に、代理人と相談しながら出願を行っている。

知財への気づきと外国出願背景
「北海道には水産加工業が多く、同様の商品があふれていま
す。そこで優位性を確保し、新しい商品を作り、佐藤水産だけ何
でこの商品ができるのだろうという商品作りを目指さなければな
りません」と研究室の小竹氏は語る。そして、他者との差別化を
図るためにも、30年ほど前から徐々に、札幌の特許事務所のアド
バイスを受け、製法技術を守るためには特許、商品名には商標出
願を行うようになったのが知財に取り組むきっかけである。
しかし、海外で販売する機会はあまりなく、あくまでも国内で

自社ブランドを守るための知財を活用してきた同社であるが、大
手百貨店の海外進出に伴い、北海道水産加工品のブースに置く、
商品の引き合いが起こる。代理人から以前より、中国では展示会
等でもすぐ模倣品が出てしまう話を聞いて危機感を持っていたた
め、これを機会に（公財）北海道中小企業総合支援センターを窓口
に2015年度、中国とシンガポールに初めての外国出願を行った。

外国出願による事業効果
国内での売り上げを順調に伸ばしている佐藤水産であるが、

まずは国内での認知度あげて足元を固めてからという考えから、
本格的な海外輸出は次の展開と考えている。
しかし、インバウンドや、前述のような百貨店等を通じて、間

接的に海外に自社製品が輸出されることで起こり得る、冒認商標
や模倣品被害などの海外でのリスクも考えての対策が大きな狙い
である。これからも知財を活用しながら「佐藤水産にしかできな
いもの」を実現していきたいとしている。

事業内容
株式会社伍魚福は、いわゆる酒の肴を中心とした高級珍味を製

造する神戸市長田区の企業。スルメイカを加工する小さな工場か
らスタートしたが、現在では特にチルド珍味をいち早く手掛け、
肉から魚、練製品、乳製品に至るまで400種以上という他社を圧
倒する品数を展開。この多品種少量の商品展開を可能にしたの
は、製造は全国の協力工場で行い、自社で工場を持たないファブ
レス化を実現し、同社では、マーケットの要望に合わせた商品企
画、販売促進を行うことに徹しているところにある。また、デザ
インを重視した製品のパッケージで他社と差別化を図る。
「お客様にとっても神戸でいちばんおもしろい会社になる」を
キャッチフレーズに、全国の百貨店、スーパーマーケットや駅売店、
空港、サービスエリア、酒屋を主要な販路として、さらなる販売
エリア拡大を目指す。

知財への取組
神戸で広く認知されている「いかなごのくぎ煮」。この「くぎ煮」は同

社により商標登録されている。ローカルフードである「くぎ煮」を、同社
が昭和46年に当時の国鉄の駅売店の土産として販売を始めた。「その
後、知的財産権が話題になった昭和50年代後半に、現会長が申請を
してみたら登録できた。」、「今は当社で預からせていただいていると
いうつもりでいます。将来は神戸ビーフのように定義を決めて地域
で展開していくために、くぎ煮振興協会も立ち上げました。」と社長
の山中氏。
このように、早い時期から知財に着目していた現在の知財体制は、

山中氏と商品開発チームの1名で担当。時には、兵庫県発明協会に相
談しながら、事業展開に合わせた分類指定など戦略的な商標出願を
自社で行っている。

外国出願背景
外国出願のきっかけは、インバウンドである。大阪の百貨店の直

営店で、台湾の旅行者により、主力製品である「ピリ辛さきいか天」
が180個も爆買いされたり、amazonのレビュー欄に「台湾からのリ
クエストで購入」とコメントされ、今後の輸出の可能性を考え始めた
事による。海外展開における商標権取得、特に漢字圏での対策は、
山中氏の前職の商社での経験からその重要性を認識していた。その
ため、2015年度に（公財）ひょうご産業活性化センターを窓口に当補
助金を利用し、中国、韓国、台湾へ初めての外国出願を行った。

外国出願による事業効果
現時点では、展示会をきっかけに香港に直接取引が開始され

た。今後、進出各国の権利を押さえつつ、他国についても、展示
会への出展などを通じて、各国のニーズを捉えつつ、徐々に展開
していきたいとしている。

所 在 地
事 業 内 容
ホームページ
資 本 金
従 業 員 数
創 業

：北海道札幌市中央区宮の森3条1-5-46
：飲食店経営、卸売
：http://www.sato-suisan.co.jp
：6,000万円
：292名
：1948年

所 在 地
事 業 内 容
ホームページ
資 本 金
従 業 員 数
設 立

：兵庫県神戸市長田区野田町 8-5-14
：味を創造する高級珍味の製造卸
：http://www.gogyofuku.co.jp/
：1,000万円
：65名
：1955年（創業 1946年）

商標 商標

これからの海外展開を見据えた外国出願
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（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

全国実施機関（独立行政法人日本貿易振興機構）

北海道 （公財）北海道中小企業総合支援センター 011-232-2403
青森県 （一社）青森県発明協会 017-762-7351
岩手県 （公財）いわて産業振興センター 019-631-3823
宮城県 （公財）みやぎ産業振興機構 022-225-6638
秋田県 （公財）あきた企業活性化センター 018-860-5614
山形県 （公財）山形県企業振興公社 023-647-0664
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
茨城県 （公財）茨城県中小企業振興公社 029-224-5412
栃木県 （公財）栃木県産業振興センター 028-670-2617
群馬県 （公財）群馬県産業支援機構 027-265-5012
千葉県 （公財）千葉県産業振興センター 047-426-9200
千葉市 （公財） 千葉市産業振興財団 043-201-9504
埼玉県 （公財）埼玉県産業振興公社 048-621-7050
神奈川県 （公財）神奈川産業振興センター 045-633-5203
横浜市 （公財）横浜企業経営支援財団 045-225-3733
川崎市 （公財）川崎市産業振興財団 044-548-4113
新潟県 （公財）にいがた産業創造機構 025-246-0056
長野県 （公財）長野県中小企業振興センター 026-227-5028
山梨県 （公財）やまなし産業支援機構 055-243-1888
静岡県 （公財） 静岡県産業振興財団 054-273-4434
愛知県 （公財）あいち産業振興機構 052-715-3074
岐阜県 （公財）岐阜県産業経済振興センター 058-277-1092
三重県 （公財）三重県産業支援センター 059-228-3171
富山県 （公財）富山県新世紀産業機構 076-444-5606
石川県 （公財）石川県産業創出支援機構 076-267-6291

福井県 （公財）ふくい産業支援センター 076-267-1145
滋賀県 （公財）滋賀県産業支援プラザ 077-511-1413
京都府 （公財）京都産業 21 075-315-9425
京都市 （公財）京都高度技術研究所 075-366-5222
大阪府 （公財）大阪産業振興機構 06-6748-1144
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
奈良県 （公財）奈良県地域産業振興センター 0742-36-8312
和歌山県 （公財）わかやま産業振興財団 073-432-5122
鳥取県 （公財）鳥取県産業振興機構 0857-52-6722
島根県 （公財）しまね産業振興財団 0852-60-5112
岡山県 （公財） 岡山県産業振興財団 086-286-9711
広島県 （公財）ひろしま産業振興機構 082-240-7718
山口県 （公財）やまぐち産業振興財団 083-922-9927
徳島県 （公財）とくしま産業振興機構 088-669-4757
香川県 （公財）かがわ産業支援財団 087-869-9004
愛媛県 （公財）えひめ産業振興財団 089-960-1264
高知県 （公財）高知県産業振興センター 088-845-6600
福岡県 （公財）福岡県中小企業振興センター 092-622-0035
佐賀県 （公財）佐賀県地域産業支援センター 0952-30-8191
長崎県 （一社）長崎県発明協会 0957-52-1144
熊本県 （公財）くまもと産業支援財団 096-289-2438
大分県 （一社）大分県発明協会 097-596-6171
宮崎県 （公財）宮崎県産業振興機構 0985-74-3850
鹿児島県 （公財）かごしま産業支援センター 099-219-1272
沖縄県 （一社） 沖縄県発明協会 098-921-2666
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特許庁普及支援課 支援企画班
TEL：03-3581-1101 内線 2145　http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm

制度に関するお問い合わせ

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。

Q
＆

A

知財全般に関することはこちらまで
知財総合支援窓口

0570-082100
相談
無料

秘密
厳守

中小企業の皆さんへ
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

お気軽にお電話を！　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

海外展開を考えている
中小企業の皆様へ
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