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外国出願補助金
事例集 　　　

輝く知財を活用した中小企業の海外展開を後押しします

「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

0570-082100全国共通
ナビダイヤル

相談
無料

秘密
厳守知財総合支援窓口

お気軽にお電話を！全国47都道府県に設置された近くの窓口におつなぎいたします

知財全般に関することはこちらまで

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

特許庁普及支援課 支援企画班
当補助金制度に関するお問い合わせ

03-3581-1101 2145内
線

https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm
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冒認対策商標 商標 意匠 実用新案 特許

平成28年度平成27年度平成26年度平成25年度平成24年度平成23年度平成22年度平成21年度平成20年度

　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。

　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 28 年度には 712 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。

◆ 支援の概要（中小企業等外国出願支援事業）

補助対象経費

補助率・上限額

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
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その他
今のところ効果はない

海外の企業や大学との共同研究につながった
技術移転やライセンスにつながった

収益向上になった
冒認出願 (第三者による抜け駆け出願 )対策として役立った

海外と取引するきっかけとなった
ブランド力の向上になった

模倣製品に対する抑止力になった
自社製品の信頼性向上になった

自社商品の宣伝や営業活動でＰＲする材料となった

外国出願をして、海外の代理店
から品質に対する信頼がより増
したように感じる。

取引先企業に特許の有無及びそ
のステイタスを聞かれるため、
ビジネスの取っ掛かりとして外
国出願は必須の状況である。

審査中の場合は効果は見えにく
いですが、海外で安定して事業
を行うために、権利取得は不可
欠です。
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失敗経験から学んだ知財を武器に
ブランド化と技術保護に取り組む

鹿児島県霧島市
横川町上ノ 1800
磁器製品の開発、製造及び
販売
http://www.porlex.co.jp/
1600 万円
40名
1978 年

所 在 地

事業内容

W E B
資 本 金
従 業 員
設 立 年

　ジャパンポーレックス株式会社は、独自
のセラミック成形技術を活かしたキッチン
用品の開発、製造、販売を行っている鹿児
島県の企業である。2011年、社長に就任
した上岡佳世子氏は、日本の生活用品市場
の流通形態に疑問を感じ、前職の海外駐在
経験を活かして積極的に海外展開を始め
た。
　同社の主要製品は、茶葉やコーヒー豆を
挽く「手動式のミル製品」。一般的なミル
製品は、粉砕する刃の部分が金属や樹脂で
作られているが、この部分に同社が得意と
する独自のセラミック成形技術を用い、セ
ラミック製の刃を開発した。自社開発の機
械装置によって作られる精巧で鋭利な刃
が、他社製品にはない粉砕を可能にしてい
る。
　また、同社は常に製品全体の使いやすさ
を探求している。ハンドルのシャフト部分
を五角の形状から長方形に変更し、更に回
す方向とは逆に独自の角度とひねりを加え
たミルを開発。これにより従来品の課題を
解決。空回りせず、外れにくいのに着脱が
容易なミルの構造の特許を日本で取得した。

　センターへの相談過程から、類似品対
策の一環として、外国出願費用の助成を
受けられる当補助金を利用。平成26年度
「PORLEX」の文字商標を、翌年にロゴマー
ク商標を主要な取引先である豪州をはじ
め、近年出荷が伸びてきた欧州、中国など
二十数か国に出願し、進出先で企業ブラン
ドの保護に取り組んでいる。
　また、技術面の保護からも、平成28年
度には、前述のミル装置の特許を主要国で
ある豪州、米国、中国、韓国へ出願した。

　知財への取組を始めたきっかけは、中国
の代理店から、セラミック製の刃を組み込
んだ類似品が出回っているとの情報を受け
たことによる。そこで「かごしま産業支援
センター」に相談をするが、当時、同社で
は国内外で産業財産権の取得を一切行って
おらず、このままでは対抗手段がないとの
説明を受けた。併せて知財の重要性や、国
内外での権利取得を勧められた。これを機
に、粗悪な類似品に対応するためにも、知
財への取組を開始。
　現在は上岡氏と開発・技術者らを中心に
代理人と相談しながら、社内の知財の整備
を進め、またこの失敗談を踏まえた知財に
関する講演も行っている。

　同社は、2012 年に豪州から海外展開
を開始し、現在では、海外での売上が約4 
割を占める。代理店は基本的に１国１社で、
同社のブランド展開を理解してくれる会社
と専属契約を結んでいる。
　商品パッケージにも「International 
patent pending」を記載したことで、代
理店やユーザーに対して品質への信頼度が
増したと感じている。
　豪州では中国製類似品が安価で販売さ
れ、一時期売上が 2/3 に落ち込んだが、
出願後、現地社長の品質への信頼と努力に
より徐々に正規品の品質とブランド力が再
認識され、売上も回復し現在も伸びている。
　「社名は創業者が付けたもので、陶磁器
を意味する『ポーセリン』からきている。
海外展開において、メイド・イン・ジャパ
ンを訴求しやすい名前です」と上岡氏。
　同社の製品は 2017 年かごしまの新
特産品コンクールで、鹿児島県知事賞を
受賞した。今後もジャパンポーレックス
は、知財を活用し「PORLEX　made in 
Kagoshima」を訴求することによりオリ
ジナリティを持たせ、海外市場への展開を
拡大していく。

ジャパンポーレックス株式会社

外国出願背景事業内容

外国出願による事業効果

知財への取組

特許

商標

「ミル装置」28 年度

「PORLEX」26 年度
（図形）ロゴマーク　　　27 年度

製品の特長

　内部の構造だけではなく、本

体の金属容器部分には、日本古

来よりある茶筒のような抜き差

しの滑らかさも追及。

　デザイン性や携帯の機能性を

兼ね備えた同社製品は、嗜好だ

けでなく生活スタイルにこだわ

るコーヒー愛好家らの高い支持

を得ている。

▲　上岡社長（左）と従業員の皆さん
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特許取得の生産シミュレータを
クラウドサービスとして海外展開

鳥取県鳥取市
千代水 2丁目 98番地
ソフトウェア開発
http://www.lexer.co.jp/
2000 万円
13名
1993 年

所 在 地

事業内容
W E B
資 本 金
従 業 員
設 立 年

　株式会社レクサー・リサーチは、バーチャ
ル技術やシミュレーション技術を有する鳥
取県のソフトウェア企業である。
　同社の製品の一つである生産シミュレー
タ「GD.fi ndi」は、ノンプログラミングで
仮想の生産ラインを設定し、生産性や製造
コストについてシミュレーションを行うこ
とができるソフト。このソフトの最大の特
徴は、いわゆるSEなどの専門家ではなく
ても簡単に利用できることにある。
　従来の生産シミュレータでは、設定のた
めにプログラミングを行う必要があった。
しかし、GD.fi ndi は、プログラムを書く
ことなくドラッグ＆ドロップなどのマウス
操作で感覚的な設定ができる。そのため、
業務の内容、状況を把握している現場の担
当者が、自ら設定することが可能である。
今までは、計画変更の都度、専門家に修正
を依頼しなければならなかった工程管理
も、現場で行える容易さから国内の中堅企
業工場を中心に採用されている。

▲　

　同社の製品は、クラウドでの提供が主体
となっており、基本的には世界中で利用す
ることができる。販売先だけでなく、どの
エリアを知財でカバーしていくかも、戦略
上の課題である。当該特許の出願は、平成
27年度に「鳥取県産業振興機構｣ を窓口
に、当補助金を利用して、米国、欧州、中
国、タイに出願した。外国出願は、すぐ効
果が出るわけではなく、成果が不確実なと
ころがあるが、補助金を用いることで積極
的な投資が行えたという。

　社長の中村昌弘氏が、生産技術の研究者、
エンジニアであったこともあり、創業当時
から知財に対する意識は強かった。特許取
得もできない商品では、ビジネスにおいて
信用されないとし、特許と社名・商品名の
商標の出願を行っている。

　タイのタンマサート大学では、同社の製品
を用いた授業が行われている。以前は、欧
米企業の生産シミュレータを用いた授業が
行われていたが、学生が使用方法を学ぶの
にカリキュラムの大半が費やされていた。
　しかし、当製品を採用してからは、3コ
マ程度の授業で学ぶことができ、残りの時
間は、シミュレーション結果を元に、学生
が企業に改善提案を行うなど、実践的な学
習活動に使えるようになった。これにより
現地の企業が、同社の製品を知るきっかけ
にもなっている。
　同社にとって、特許取得による業績への
影響はポジティブで、技術力を証明し、取
引を行う上での信頼感を得るためにも不可
欠であるという。
　ドイツでの営業活動も進んでおり、今後
も活発な海外展開が期待される。

株式会社レクサー・リサーチ

外国出願背景

事業内容

外国出願による事業効果

知財への取組

特許
「生産システムシミュレーション方
法・装置・プログラム」27 年度

特許取得のデータ構造

　GD.findi に関する特許は、

データ構造に特徴がある。①設

備の情報（工場等のレイアウト

の情報）、②作業の情報（業務

プロセスの情報）、③リンク情

報（設備と作業の関係性）の３

要素を基にデータが構造化され

ている。

　整理されたデータ構造は、ソ

フトウェアの操作性の向上と、

シミュレーションの設定、見直

しにかかる時間の短縮につな

がっている。

　出願は発明者である中村氏と総務で対応
し、自社で起案し、代理人と相談して進め
る。また、ソフトウェア分野では、製品の
機能ごとに特許を取得するよりも、概念モ
デルやフレームワークについて特許を取得
する方が有効であると考えている。
　GD.fi ndi に関する特許も、個別の機能
に関するものではなく、データ構造につい
て取得したものである。

業務プロセスの
情報

レイアウトの
情報

リンク情報

▲　中村昌弘社長は、ICT を利用した
日本発の新しいモノづくりのコン
セプトについて発信を行っている。

生産現場に置かれたディスプレイに、シ
ミュレータによって最適化された作業計
画が表示されている。
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福井県の外国出願支援事業

　福井県の当補助金の窓口である「公益
財団法人ふくい産業支援センター」は、
新規開業や独立創業、新分野への進出や
事業の多角化などの経営革新を推進して
いる福井県の個人や中小企業に対し、総
合的な支援を行っている。
　県では、平成17年の「福井県知的財
産活用プログラム」に基づき、翌年から
外国出願の支援を開始。平成20年から
は、ふくい産業支援センターが実施機関
となり、現在までに数多くの中小企業を
支援してきた。オープンイノベーション
推進部が担当部署で、29年度からは橋
本賢樹氏が担当。
　橋本氏は、前年まで福井県工業技術セ
ンターの技術開発を行う研究職であっ
た。そのため発明者として出願の経験も
あり、技術畑での知識を生かして企業か
らの相談にも丁寧に対応している。当初
は不慣れな事務作業に戸惑うことも多
かったそうだが、前任者である福井県工
業技術センターの前川知一氏のサポート
も心強いという。
　歴代の 4名の担当者も福井県工業技
術センターの技術者である。人事面でも
両センターが密接に連携をしながら、知
財面だけでなく技術面でも知識のある人
材が企業の窓口になり、中小企業の海外
展開をサポートする。

福井のものづくり産業

　福井県には、合繊織物を中心として総
合産地を形成する繊維工業や眼鏡工業
をはじめ、電気、電子、化学など様々な
産業があり、国内シェアナンバーワンの
企業も数多くある。近年では、繊維工業
も大企業の下請けを脱却し、オンリーワ
ンの技術を基に製品を作る企業が多くな
り、繊維資材分野への進出も増えてきた。
　その中でも「福井と言えば」と特に知
られているのが「眼鏡産業」。国内の眼
鏡フレームの約95％が福井で生産され、
イタリア、中国と並んで世界三大産地の
ひとつである。「鯖江ブランド」を掲げ
海外展開する企業も多い。
　福井で眼鏡づくりが始まったのは、約
100 年前の明治 38 年のこと。小さな
貧しい寒村で農閑期に収入を得る手段
として、現福井市生野町の増永五左衛門
と幸八の兄弟が、
眼鏡づくりに目を
付けた。大阪から
職人を招き村人に
も製造技術を習得
させた。また、「帳
場制度」により競
い合うことで、各
社の技術の向上を
図り、現在の福井の眼鏡産業にもつなが
る分業独立での生産方式が形成された。
　現在でも技術革新に取り組み、チタン
製フレームの製造に始まり、工業技術セ
ンター等での新素材の開発、産地統一ブ
ランド「THE291」の事業もスタート。
福井県も、デザインセクションを製造業
の多い越前市や鯖江の近くに移転させ
るなど、福井の産業発展を後押しする。

福井県
外国出願支援事業機関『ふくい産業支援センター』

▲　橋本氏（左）、前川氏（右から2 人目）
と、歴代の支援事業担当者

外国出願補助金は、海外への事業展開を計画している中小企業に対し、特許庁が各
都道府県の中小企業支援センター等や（独）日本貿易振興機構を通じて、外国出願
に要する費用の１/2 を補助しています。

　福井県では、当補助金の審査において
書面審査の他に、担当者と企業との接点
として活用したいとの趣旨から、企業の
プレゼンテーションを実施している。プ
レゼンテーション時には、企業の担当者
がいきいきと自社の技術をアピールする
姿が見られるという。審査委員会には県
内の弁理士 3名も参加。特許に関する
申請の場合には、技術内容まで精査して
海外での権利化の可能性を判断する。過
去に審査委員を務めた弁理士が、自身の
顧客に制度の周知をしてくれるなど、協
力体制もできている。
　「外国出願補助金は、補助金の申請と
しては決して難しくないので、申請書作
成やプレゼンテーションを経験すること
で、他の補助金にもチャレンジしてほし
い」と橋本氏。

中小企業が活躍する福井県　技術者視点の支援で、海外展開をサポート

H24 H25 H26 H27 H28 H29

5 件

10件
11件

8件
10件 9件

福井県での外国出願支援件数
恐竜化石の発掘でも
知られる福井県
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福井県福井市
今市町 4-17　
眼鏡の表面処理、技術開発
1億円
9名
1989 年

所 在 地

事業内容
資 本 金
従 業 員
設 立 年

　マスナガメンローパークは、1905年に福井
眼鏡産業の祖である増永五左衛門が創業した「増
永眼鏡」の新技術開発と塗装等の表面処理を行
う企業である。「メンローパーク」とは、エジソ
ンが最初に作った研究所の名前。エジソンのよ
うな発明ができるようにと命名され、増永眼鏡
の革新的なものづくりを技術面から支える。福
井の眼鏡産業の特徴は、200あるという工程毎
に分業化されている点にある。しかし増永眼鏡
ではデザインから表面処理まで全て自社で行い、
デザイナーの要求にもその高い技術力で応える。

　国内で95％のシェアを誇る福井の眼鏡であ
るが、海外からの低価格の商品に押され市場規
模は縮小している。そのため同社はハイエンド
にこだわり積極的に海外へ販路を拡大している。
海外では、模倣品対策の点からも知財での保護
が必要だ。同社では平成22年度に「ふくい産
業支援センター」を窓口に当補助金を活用し、
蝶番（ちょうつがい）の機構の特許を中国、台湾、
香港、韓国へ出願した。

　増永五左衛門はかなり早い時代に眼鏡に関す
る特許を出願していたという。現会長の増永氏
も、自らものづくりをして発明を生み出してお
り、20件ほどの特許を維持するなど知財意識は
高い。現在は開発部主幹研究員の村田氏が知財
を担当。同社が得意とする高級な眼鏡が市場に
受け入れられるには、デザイン性、仕上げの美
しさに加え他社に無い革新的な技術も必要。同
社で生み出された技術の中から、特に重要なも
のを判断し、特許で保護する方針である。

　出願による効果は、ブランドの知名度のアッ
プに加え、他社からの類似品のけん制にある。
マレーシアに現地工場があり、海外販社や代理
店を通じ、現在では、製品の半数以上を輸出し
ている。欧米ではサングラスの需要も高く、同
社のような高級な眼鏡へのニーズも高い。
　一世紀にわたり引き継がれてきた「当社は、
良いめがねをつくるものとする。出来れば利益
を得たいが、やむを得なければ損をしてもよい。
しかし常に良いめがねをつくることを念願する」
の企業理念を守り、今後も福井から世界市場に
挑む。

特許
「眼鏡のバネ蝶番機構」22 年度

鯖江生まれのクラシック眼鏡 ブランドを引継ぎ世界へ羽ばたく 福井県鯖江市柳町
1丁目 10-12
眼鏡の卸売、小売
http://kamemannen.com/
800 万円
3名
2008 年

所 在 地

事業内容
W E B
資 本 金
従 業 員
設 立 年

　カメマンネン株式会社は、眼鏡フレームの企
画、販売を行う鯖江市の企業である。ブランド
の「カメマンネン」は、戦後同市の眼鏡製造メー
カーで誕生するが、そのメーカーは廃業する。
その後、カメマンネン株式会社にブランドが引
継がれ、流行に流されないクラシックスタイル
が今も継承され、現在では、国内だけでなく世
界中で販売している。

　同社では見本市に出展するなど積極的な海外
展開を行い、現在では、売上の70％が海外であ
る。「世界で評価されるもの」「流行り廃りのな
いもの」この考えが同ブランドの力になってき
ている。
　展開先での権利化についても弁理士に助言
を受け、平成24年度に「ふくい産業支援セン
ター」を窓口に当補助金を利用して商標「Kame 
ManNen」を米国に出願した。ふくい産業支援
センターからは、地域の機関ならではの丁寧な
サポートも受けられた。　知財については、地元鯖江の弁理士に相談し

ながら、知識を増やす。創業当初は知財の意識
が薄かったが、自社のブランドであっても、第
三者に先に登録をされてしまう冒認商標のリス
クがあることを聞き、知財の
重要性を認識。すでに更新期
限が切れていたブランドの亀
マークの図形を再登録。合わ
せて、商品等に使用している
「Kame ManNen」を商標登録
した。

　すでに米国では商標登録され、海外代理店の
協力もあり、「カメマンネン＝高級なクラシック
眼鏡」というイメージが定着してきた。「海外展
開は投資が大きいが、日本と違いその分の見返
りが大きく、効果が見込める」と、引き続き海
外展開に意欲を見せる。
　今後は、特許についても知財活動を進めてい
きたいとしている。

カメマンネン株式会社

商標
「Kame ManNen」24 年度

事業内容 外国出願背景

外国出願による事業効果

知財への取組

▲　丸ぶちが特徴的なクラシックスタ
イルの眼鏡
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福井の眼鏡産業の祖が生み出す 一世紀の理念ある眼鏡づくり

マスナガメンローパーク株式会社

事業内容

知財への取組

外国出願背景

外国出願による事業効果

▲　蝶番の埋め込み作業（上）
最終の工程である組立作業（下）

図形商標
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MYCOOK
現場ニーズに応える発想と技術力で

世界初の海老加工機を特許出願
石川県白山市倉部町
2016 番地
食品機械の開発、製造及
び販売
http://www.mycook.co.jp/
1000 万円
17名
1978 年

所 在 地

事業内容

W E B
資 本 金
従 業 員
設 立 年

　マイコック産業株式会社は、フライなど
の食品加工に使われる「自動パン粉付機」
を製造、販売する石川県の食品機械メー
カーである。「手付け感覚そのままに」を
合言葉に、全自動の機械でありながら手作
りのようにふんわりと仕上がることを実現
している。
　同社が製造するのは、大手冷凍食品メー
カーが工場で使用するような大型の製造機
ではなく、スーパーの総菜売場のバック
ヤードや、飲食店のセントラルキッチンに
設置できる小型の機械である。洗浄補助シ
ステムにより手入れも簡単であるため、人件
費の軽減や、昨今の人手不足も解消できる。

　現在、ベトナムでは、海産物の輸出が外
貨獲得の大きな資金源になっている。その
ままの状態より、現地で海老フライなどに
加工した商品の方が、高値で販売できるた
め、同社の製造機も現地企業に採用され直
接貿易を開始。
　進出に際し、海外展開支援を受けていた
ジェトロから、海外での知財の保有は、現
地販売店への後押しや製品のPR効果を得
られ、また模倣品対策にも有効であるとの
助言を受けた。そんな時、取引銀行から当
補助金の窓口の「石川県産業創出支援機構」
を紹介され、平成27年度、前述の加工機に
関する3件の特許について、当補助金を利
用して、まずはベトナムで外国出願をした。

　同社の機械は、社長の経塚弘明氏と専務
の陽一氏が共同で開発、発明者となり、代
理人と相談し特許出願をする。現在では、
特許、実用新案で10件程度出願している。　
　セールスエンジニアの強みを生かし、製
品開発にもユーザーニーズを取り入れ、顧
客の商品テストから納品、アフターサービ
スまで一貫して自社でできることが大きな
強みである。こうして誕生したのが、世界
初で唯一と胸を張る海老フライに特化した
加工技術に関連する特許製品である。
　海老は、そのまま揚げると、熱による収
縮で曲がってしまう。また、商品化には、
均一の大きさであることが求められるた
め、まず、海老の筋切りと形成が必要にな
る。さらに、衣付けの工程では、海老の尾
の部分に衣を付着させないことが必要であ
る。これらの工程は、自動化が難しく、こ
れまで手作業で処理されていた。
　同社では海老のパン粉付けにおける課題
を解決した機械の開発に成功。さらにこの
機械を納品したベトナムの顧客より、前
処理の工程も自動化できないかと要望を
受け、海老の延伸装置を開発し「SEKAI-
ICHI」と名付けられた機械が誕生した。

　特許出願は、展示会の場や、営業する際
の製品のセールスポイントにも使われてい
る。国際食品工業展（FOOMA JAPAN）
やベトナムでのベトフィッシュ展でも実績
に結びつけた。同国最大の海老加工企業の
他、複数の現地企業にも納品が決まってお
り、着実にそのシェアを広げている。
　まずは、同国を足掛かりに、各国へ展開
していきたい意向で、他の国でも取引が進
んでいる。しかし、「今は、順調ですが、
海外ではどんな風が吹くか分からないの
で、軸足は国内に置いておかなければなら
ないと思っている」と経塚専務。
　また、同社では、ベトナムからの技能実
習生の受け入れも行っている。同社の製品
の良さを知る彼らが帰国後に、ローカル言
語で同社の製品をアピールすることで、さ
らに事業展開できればと思っている。
　マイコック産業は、今後もセールスエン
ジニアだからできる、顧客ニーズに応える
製品の開発と、最後までいい状態で使用し
ていただくためにも、海外の販売先でも国
内と同様のきめ細やかなアフターケアを行
いたいとしている。

マイコック産業株式会社

外国出願背景事業内容

外国出願による事業効果
知財への取組

特許
「ベルト変形手段と湾曲変形した
ベルトを連続して脈動させる手
段とを有する付着装置」　27年度

　多品種、小ロットの生産が可能で、

オリジナリティかつ、高級感のある総

菜などの提案が可能。また、調理未経

験者や、少人数の体制でも高品質の商

品を安定して製造できる。

「延伸装置」　27年度
「搬送具」　27年度

製品の特長

　「SEKAI-ICHI」での加工前

と加工後の海老。「筋切り」、「延

伸」の 2つの工程により、背

中が丸まった身が綺麗に伸び、

形と長さの整った美しい海老を

生産できる。

【 加工前 】

【 加工後 】

KOCHI

TAIYO

高知県南国市
岡豊町中島 391番地 8　
産業用機械の開発、製造及
び販売
http://www.kk-kakiuchi.co.jp/
1000 万円
101 名
1987 年

所 在 地

事業内容

W E B
資 本 金
従 業 員
設 立 年

　株式会社垣内は、産業用機械の設計、開発、
製造を行う高知県の企業である。近年好調なの
が、鶏糞等の肥料を粒状（ペレット）に成形す
る造粒機である。日本では、事業活動で排出さ
れる鶏糞は産業廃棄物として処理しなければな
らず、高額な費用を要する。そのため鶏糞を有
機肥料として効率的にペレット化できる機械へ
のニーズは高い。しかし、従来の海外製品の方
式では、高温造粒のため、微生物や酵素などの
有効成分を保持できなかった。同社では、金型
等に独自の改良を加え、低温造粒で、生産性が
高く品質にも優れたペレット生産を可能とする
ツインダイス式造粒機を開発し、「粒造くん」と
して商標登録し約30年前に販売開始。
　現在は国内最大手の養鶏業者に採用されるな
ど有機肥料ペレット分野をリードする。

　ターゲットであるタイへの展開は、6年前の
タイの養鶏業者への製品の販売に始まる。タイ
では日本以上に養鶏業が盛んだが、鶏糞を自社
で処理し販売すれば収益も上がり、十分なマー
ケットが存在する。そこで、平成25年度に「高
知県産業振興センター」を窓口として当補助金を
利用し、企業ロゴと商品名の商標をタイに、さら
に、模倣品対策のため中国、韓国、台湾に出願した。

　創業者の垣内保夫氏は「高知のエジソン」と
呼ばれ、頼まれたら何でも作る設計開発者であっ
た。知財に関しては「皆さんに利用してもらえ
れば」と、特に保護を意識していなかった。
　しかし現会長の代から、自社の知財を保護し、

　平成28年には、JICA（国際協力機構）の中
小企業海外展開支援事業（普及・実証事業）を
通じ、同社の「粒造くん」8台が、タイへ輸出、
納品された。鶏糞や象糞などの原材料を効率的
に肥料、飼料化することで同国での評価を高め、
周辺のインドネシアなども含め、積極的に海外
展開を図りたい意向。今後は、地元の大学や畜産
試験場などとの連携を強化し、産学官による製品
開発に重点的に取り組んでいくこととしている。

特許
「凍結濃縮装置」27年度

中小製造業がより発展するために必要不可欠な産業財産権 高知県高知市布師田3950
耕うん爪を中心とした農
業用機械部品の開発、製
造及び販売
http://www.k-taiyo.co.jp/
6000 万円
162 名
1953 年

所 在 地
事業内容

W E B
資 本 金
従 業 員
設 立 年

　株式会社太陽は、耕うん機の部品である「耕
うん爪」を製造し、国内で4割のシェアを有す
る高知県の企業である。1952年、それまで日
本で使われていた棒爪（普通爪）に変わり、日
本の土壌や稲作に適した「なた爪」の実用新案
権が登録された。同社は、考案者から実施権を
取得し、量産システムを確立。後に画期的な、
耕うん機能と耐久性を誇る「青い爪」を開発し、
国内でトップシェアを誇る企業に成長する。
　「知財があって始まった会社であることは間違
いありません」と経営企画室長の森信二氏。

　国内農業の現状を踏まえ、今後の海外での
事業拡大を模索。稲作があり需要が見込まれ、
原材料である特殊鋼の調達が可能なインドに
2013年に現地法人と工場を設立。同国では
L-type爪と呼ばれる欧州製品のシェアが高い。
そこで、現地ニーズにあわせつつ日本の技術を
応用し耐久性を強化した、新L-type爪を開発し
た。この技術に関連する特許を、平成25年度、
27年度に「高知県産業振興センター」を窓口に、
当補助金を利用し同国と、同業者の多い欧州に
も出願。欧州では登録査定を受けた。

　同社には、部品、製品、環境の開発部門があり、
各部に知財担当者を配置し、森氏を含め合計4
名の充実した知財体制で代理人と相談しながら
取り組んでいる。進出先での知財戦略において
も、経営陣も共に議論するなど知財意識が高い。
同社では、特許ではカバーできないものについ
て意匠で守り、権利化できるものは、積極的に
出願し、審査請求も行う方針である。

　インドでは、審査に時間を要するため権利化
には至っていないが、市場は順調に伸びており、
同社製品の耕うん機メーカーへの認知度も向上。
しかし、エンドユーザーの認知はまだ不十分で
あり「耕うん爪と言えば太陽」と認識されるべく、
積極的なアピールも課題である。今後、本体の
農機具メーカーの同国への進出が進めば、同社
の市場もさらに広がり躍進が期待される。

株式会社太陽

事業内容

外国出願背景

外国出願による事業効果

知財への取組

▲　特許を取得した新 L-type 爪。イン
ド現地工場では同国向け製品とし
て、製造されている。

KAKIUCHI

KOCHI

「高知のエジソン」のものづくり精神を継承し、知財保護に取り組む

株式会社垣内

事業内容

知財への取組

外国出願背景

外国出願による事業効果

特許
「土壌を耕耘する耕耘爪に関する
特許」27年度

商標・冒認対策商標
企業ロゴマーク（図形）　25 年度
「粒造くん」25 年度

▲　「粒造くん」の導入事例

活用する方針に転換。現在は弁理士と顧問契約
し、オープンクローズド戦略も踏まえ、積極的
に出願を行う。

「土壌を耕起する耕耘爪」25年度
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漁業をかっこよく
三陸の若きフィッシャーマンが水産業の革新に挑む

宮城県石巻市
大街道西 1-7-20
水産物卸売及び小売業
http://www.tsuda-sengyo.jp/
500 万円
8名
2011 年

所 在 地

事業内容
W E B
資 本 金
従 業 員
設 立 年

　株式会社石巻津田水産は、四十年以上に
わたり、鮮魚の卸業、小売業を行う宮城県
石巻の企業である。同社の津田祐樹専務
は、海外での鮭の販路を模索。市場性の見
込める東南アジアを焦点に絞り、各国の比
較表を作成、人口や経済成長率、政権の安
定性、宗教などの指標から比較し選択した、
マレーシアに単身で乗り込む。
　また、従事者がこの20年で半減するな
ど衰退の一途をたどる日本の漁業に一石を
投じるべく、同時期の2014年「漁業はかっ
こいい」をコンセプトに、石巻の魚屋と漁
師の仲間で（一社）フィッシャーマンジャ
パンを設立。漁業の担い手育成事業と水産
物の販売事業を開始した。
　販売事業が順調に進んだことから、都会
で大手商社の海外勤務をしていた友人にも
石巻へのリターンを呼びかけ、販売や海外
事業の専門会社として「（株）フィッシャー
マン・ジャパン・マーケティング」を設立。
同社に津田水産の海外事業を譲渡した。

　同社では外国出願が、当初からの目的で
あったところ、「みやぎ産業振興機構」を
窓口に宮城県でも当補助金が開始。平成
26年度と 28年に当補助金を利用し、マ
レーシア、タイ、台湾に商標出願し、各国
で登録された。
　海外進出のきっかけは、津田氏の「海外

　同社の知財戦略の特徴は、日本出願の
時から海外向けの商標を考案したことに
ある。現在、海外で販売される外国産
「WAGYU」は、豪州産のものであること
が多い。この状況を知った津田氏は、同社
が扱う「銀鮭」を意味する「WAZAKE」の
商標取得の必要性を感じ、知人の紹介で弁
理士に相談し、まず日本に商標出願をした。

　今は、人材育成や商品ラインナップをそ
ろえたりするための土台作りの時期である
としながらも、海外の展示会にも積極的に
出展し販売ルートを広げている。
　パンフレットや商品に「WAZAKE」を使っ
たロゴマークを使用し、専属のデザイナー
のセンスの光るデザインも前面に出し、新
しい漁業の形を広くアピールする。いずれ
は、宮城の「銀鮭」の中でも最高級の品に、
この商標を使い展開していきたい意向。
　「東日本大震災で色々なものが壊れた中、
再建するには税金だけを投入してもだめ。
優秀な人間に来てもらう以外にないんです」
「若い人は田舎を嫌いなわけではない。地
方にいてもスキルを活かせる場があれば、
地方を選ぶ人も増えてくると思う」そのた
めに高いレベルの仕事が必要で、それを自
分たちは作って行きたいと津田氏は話す。
　「一次産業、水産業は遅れていると言わ
れますが、遅れているからこそ、ものすご
い革命が起こせるんですよ」海外展開を見
据えた大志を抱く三陸の若きフッシャーマ
ン達の挑戦はこれからも続く。

株式会社石巻津田水産

外国出願背景

事業内容

外国出願による事業効果

知財への取組

商標
「ＷＡＺＡＫＥ」26, 28 年度

の方がおもしろい」という発想から。東北
の豊かな海には他にも海産物が沢山あるた
め、地元では評価の低い銀鮭を、固定観念
のない土地で販売したいという戦略もあっ
た。海外でも、高品質な日本の海産物への
ニーズは高い。しかし、単身、かつ、鮭の
単品の販売では、宮城県からの出荷という
地理的ネックも重なり、時間的にもコスト
的にも上手く海外流通ルートに乗せられず
苦戦をしていた。これを解決したのが、前
述のフィッシャーマン・ジャパン・マーケティ
ングの始動による商品ラインの充実と、
2016年の仙台空港の民営化により結成し
た食品輸出組合への参画だ。いずれ空港の
本格運用が始まれば、国内輸送のコスト削
減や、通関もスムーズになり、鮮度が命の
海産物の流通は革新する。今後も事業展開
にあわせて出願国の拡大も検討している。

　フィッシャーマンジャパンは、漁業

を「カッコよくて、稼げて、革新的」に、

という新３Kを理念に掲げ、有名ア

パレルメーカーとのタイアップや、広

告展開を行っている。法人では日本最

大級の広告賞であるACC 賞も受賞。

▲　登録商標の「WAZAKE」を使用し
たロゴマーク。専属のデザイナーに
より作られたこのロゴはWAZAKE
ホームページ（英語）やFacebook
などでも使用されている。
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川越発 麺一筋 60 年
マレーシアから世界14か国に生麺を届ける

埼玉県川越市
砂新田 2-2-18
麺の製造、販売
300万円
5名
1992 年

所 在 地

事業内容
資 本 金
従 業 員
設 立 年

　有限会社桃太郎食品は、麺類の開発、製
造、販売を行っている埼玉県食品メーカー
である。川越は、昔から小麦の生産地であ
り、製麺業が盛んな地域。同社も農家から
小麦を預かり、1年分の乾麺にする委託加
工を行うことからスタートした。その後、
生麺などの製造を始め、納品先の大手流通
業者から、海外展開を勧められる。独自の
市場調査からも、アジア圏では麺は好まれ
市場性が高いことから、1992年にマレー
シアに現地法人と製麺工場を設立。
　現在では、日本の製造方法そのままに、
1日 3 ～ 5 万食を製造、冷凍で世界 14
か国に出荷する。
　イスラム教徒の多いマレーシアの工場で
は製造ラインを整備し「ハラルフード」対
応の麺も製造する。また、日本国内でもロー
カルハラル認証の工場で麺を生産して全国
に出荷している。
　この認証は、日本国内でも基準が厳しい
ために、継続を断念する企業も多い。しか
し、「2020 年には東京オリンピックもあ
る、せっかく世界中から来日されるのだか
ら、イスラムの方にも、安心して食べられ
る美味しいものを提供したい」と社長の小
山章氏。

　前述のように、同社はすでにマレーシア
の工場を起点に海外展開をして商品が流通
していることから、進出先での外国出願も
必要な状況であった。そこで平成28年度、
「埼玉県産業振興公社」の案内で当補助金
を活用し、「小江戸桃太郎」の商標をマレー
シアとシンガポール、また、模倣品対策の
必要がある香港に出願した。

　すでに30年間も海外展開をしていた同
社が、知財について本格的に意識したのは
最近のことである。海外進出をしている周
囲の企業から、ブランド保護の重要性のア
ドバイスを受けたことがきっかけだった。
　桃太郎食品はすでにマレーシアでは認知
度があり、模倣品対策も必要であった。麺
だからと社名も日本らしい名前を付けた
「桃太郎食品」の社名と、川越が「小江戸」
と呼ばれることから組み合わせた「小江戸
桃太郎」の文字商標を出願。続いて、桃太
郎の「キャラクター」の図形商標も日本に
出願した。

　「小江戸桃太郎」の出願は、出願国全て
で登録。商標登録が模倣品販売の抑止力と
して働いているのか、現段階で模倣品はま
だ確認されていない。他国でも、模倣の動き
があれば出願国を拡大し対策を行っていく。
　同社では、前述のハラルフードの他にも、
小麦アレルギーの人も食べられる米粉を
使ったグルテンフリー麺の販売にも力を入
れる。麺道一筋60年の小山社長の経験と
知恵から生み出される独自製法の麺は、小麦
の物と遜色のない食感と美味しさがある。
　世界人口の１/3 を占めるというイスラ
ム教のハラルフード市場に合わせ、グルテ
ンフリーもローカロリーで健康志向の高ま
りと共に高い市場性が期待される食品であ
る。今後も、桃太郎食品のブランド力をもっ
た日本発の麺を世界に広めたい。

有限会社桃太郎食品

外国出願背景事業内容

外国出願による事業効果

知財への取組

商標
「小江戸桃太郎」28 年度

ハラルフードとは

▲　小山章社長は、日本麺類を海外に
広めるべく桃太郎食品を設立した。

　最近、日本でも耳にする機会

が多くなった「ハラルフード」。

これは、イスラム教の戒律に

よって、食べることが許されて

いる食べもの。製造にも厳しい

制限がある。

　例えば、製麺には必須の酒精

は使えず、自然発酵した物も使

用できない。またスープは、豚

肉だけでなく派生物も含め使用

が禁止されている。

▲　グルテンフリーヌードルには、ラー
メンタイプ（左）やフィットチー
ネタイプ（右）がある。

キャラクターの図形商標
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JA ひがしかわ 東川町農業協同組合

事業内容
　JAひがしかわは、北海道の中央部、
東川町の農業協同組合である。大雪山系
旭岳の麓にある東川町では、町民全戸が
大雪山の雪解け水「大雪旭岳源水」を生
活水として利用している。北海道で唯一
上水道のない町である。
　長い年月をかけ、ゆっくりと地中深く
に染み込み東川町に運ばれる水は、米や
野菜にも恩恵をもたらす。現在、東川町
では、総数 213 戸の農家が水稲、野菜
生産に従事。平成26年には農業ビジョ
ンを策定。振興計画に基づいた品質管理、
営農指導を行い、「東川米・ひがしかわ
サラダ」のブランド確立を目指す。

外国出願補助金の活用
　「東川米」は、水の力だけには頼らず、
「東川米GAP」や「10か条」など、独
自の厳しい品質管理等に基づき生産され
る。その品質と美味しさから、国内の評
価は高く、魚沼産に次ぐ高い米価で取
引されるようになった。同団体は2007
年に「東川米」を、2009年に飲料水と
して販売する「大雪旭岳源水」を地域団
体商標で出願し、登録された。農業ビジョ
ンに基づき海外への展開も模索。台湾で
の出荷も始まったため、平成27年度「北
海道中小企業総合支援センター」を窓口
に「東川米」を台湾へ出願した。

水とくらす 上水道のない町
知財を活用したブランディング 北海道上川郡東川町

西町 1丁目 5-1
農業協同組合
http://www.ja-higashikawa.
or.jp/
7 億 9219 万 3000 円
71名
1948 年

所 在 地

業務種別
W E B

出 資 金
従 業 員
設 立 年

商標

「大雪旭岳源水」28年度

「東川米」（地域団体商標）27 年度

冒認出願

　第三者による抜け駆け出願のこと。
近年、日本の企業商標や地域団体商標
が第三者に先に海外で出願・登録され
るケースが増えています。冒認商標の
放置は、進出先のビジネス展開へのリ
スクが増大します。
　特許庁の「冒認商標無効・取消係争
支援事業」では、海外で冒認出願され
た中小企業に対して、商標を取り消す
ためにかかる費用を補助しています。

異議申立
初歩審査後の公告期間中、異議申
立が可能。また、公告前の情報提
供も有効。

不使用取消審判
商標の登録後、３年以上継続使用
が見られない場合、不使用取消審判
を請求し、登録取消が可能。

無効審判請求
冒認商標の登録日から５年以内に
は、無効理由がある場合、無効審
判を請求し、商標登録無効が可能。

01

02

03

冒認出願への対抗措置（中国）

中国での冒認出願
　飲料水としては、全国初の地域団体商
標として登録された「大雪旭岳源水」だっ
たが、2015年、特許庁の冒認出願調査
において、中国で全く関係のない企業に
よる冒認出願が判明。北海道経済産業局
を通じJAひがしかわに知らされた。
すでに、海外展開をしていることから対
策を取る必要があり、特許庁の「冒認商
標無効・取消係争支援事業」を利用し、
登録無効取消審判の請求を行った。
　2017 年 8月、「旭岳は大雪連峰の主
峰であり、北海道の最高峰である。当該
商標は『果汁飲料』などの商品に使用さ
れる場合、消費者に商品の出所や産地等
の特徴について誤認を生じさせるおそれ
がある」と判断され、冒認商標は無効と
なった。
　この係争で、総額約60万円の係争費
用を要し、当補助金により 2/3 は補助
を受けることができたが、改めて、冒認
出願対策のためにも外国出願の必要性を
認識した。

　平成 29年度、JAひがしかわは、特
許庁の地域団体商標海外展開支援事業に
も採択され、ロシアで東川米の試食会を
開くなど積極的に海外展開を進めてい
る。「海外でも認知、評価されることで、
今後は国内でも更なるブランド力をつけ
ていきたい」と営農課長の髙橋賢氏。
　今後も国内外で「東川米」と「大雪旭
岳源水」を組み合わせた商品販売や、加
工品化にも力を入れていく。

ラダ」のブランド確立を目指す

中小企業等侵害対策支援

HOKKAIDO

CONDE HOUSE 家具のデザイン特徴を意匠権で守り
ものづくりで「和の美意識」を海外へ発信

北海道旭川市
永山北 2条 6丁目
インテリア家具、オフィス
家具、オーダー家具の製造、
販売
http://www.condehouse.
co.jp/
1 億 6000 万円
277名
1968 年

所 在 地

事業内容

W E B

資 本 金
従 業 員
設 立 年　株式会社カンディハウスは、インテリア、

オフィス家具の製造、販売を行う今年で創
業 50 周年を迎える北海道旭川市の家具
メーカーである。120年前、原材料となる
良質な木材が豊富だったことから、旭川に
木挽場ができ、全国から家具建具職人が移
住。木材の輸出とともに、家具製造も地場
産業として栄え、現在でも四十社ほどの家
具関連の企業がある「家具のまち」である。
　創業者の長原氏は、旭川の海外研修制度
でドイツに留学し家具作りを学んだ職人で
ある。同社の製品は、木質感にこだわり、
最先端の機械を使った高度な加工技術に、
職人の手仕事でしか再現できない曲面や彫
刻的な要素を含んだ仕上げ作業を組み合わ
せて生み出される。その確かな技術力、仕
上がりの美しさから、意匠性を追求する世
界中のデザイナーから「カンディハウスな
らできる」という信頼を得て、多国籍なデザ
イナーの作品を国内外に送り出している。

　外国出願については、前述の深澤氏デザ
インの家具の商品展開に合わせた、海外で
の権利化が課題であったが、同時期に開催
された平成27年度の「北海道中小企業総
合支援センター」の説明会で、当補助金の
情報を得た。当補助金の活用により、高額
な費用面での懸念も軽減したことから、米
国と中国に意匠を出願。
　米国出願は、米国の現地法人もあり英語
の明細書の作成ができることから、自社で
対応。平成27年に日本国も加盟し利用が
可能になった「ハーグ出願」を利用し、平
成29年 9月に登録となった。

　知財へ取り組むきっかけとなったのは、
日本を代表するデザイナーである深澤直人
氏が、同社の家具「ＫＡＭＵＹ」（カムイ）
のデザインを手掛けたことによる。従来か
ら深澤氏は、作品に対して海外でも意匠出
願し、権利の保護を行う方針であった。そ
の意向を受け、製品開発を行う技術開発本
部が兼務で知財を担当。海外でも意匠の権
利化に取り組むことになった。
　木製家具は、外観を見れば再現可能なた
め模倣されやすい。中国の展示会で同社の
製品と全く同じものが出されることもあ
り、同社でもクレームを入れることはあっ
たが、被害については諦めていたこともあ
り、対策は後手に回っていた。しかし、「Ｋ
ＡＭＵＹ」の商品化をきっかけに、明細書
の作成から出願、中間応答まで自社で対応
している。今後もロングセラーが見込まれ
る製品を中心に権利化を検討していく。

　国内では、海外の低価格の家具に押され、
日本家具メーカーは苦戦を強いられている
一方、海外の大手企業が日本製の家具を大
量購入するなど、今、海外では日本の家具
が高く評価されている。
　同社の海外進出は、1984年の米国に始
まり、現地法人や店舗を設立。また総代理
店や現地代理人と販売契約を結び世界 19
か国で展開。欧米を中心に、近年、生活水
準が向上している東南アジアでの売上が伸
びている。また、代理店のオーナーが、同
社の家具のファンであり、積極的にセール
スを後押ししている。
　顕著な外国出願の効果はまだ見えないが、
同社では著名なデザイナー作の商品も多く、
代理店からも権利化の要望がある。そのた
め模倣品対策と販売店との信頼構築のため
にも、海外展開において知財権の保護は不可
欠であり、経営陣も含めて理解している。
　「北海道の美しい森が、カンディハウスの
原点」だという。現在、原点である道産材
の利用に、旭川の家具組合で積極的に取り
組んでおり、同社でも道産材を使った製品
が全体の 2割程度まで回復した。同社で
しかできない技術力が生み出す「ストー
リーのある家具」を全世界に展開していく。

株式会社カンディハウス

外国出願背景事業内容

外国出願による事業効果

知財への取組

意匠
「いす」27 年度（2件）

ハーグ出願とは

　ハーグ協定のジュネーブ改正

協定に基づく意匠の国際登録制

度による国際出願のことです。

　WIPO 国際事務局への一つ

の出願手続で、複数国（締約国）

に同時に意匠出願した場合と同

様の効果が得られます。

　これまで、海外で意匠権を取

得するためには、その国の官庁

に個別に出願する方法しかあり

ませんでしたが、意匠の国際登

録制度を利用することで、各官

庁への個別の出願に比べ、手続

の簡素化や経費の削減をはかる

ことができ、海外において速や

かに意匠権を取得することが可

能になります。

▲　深澤直人氏デザイン「ＫＡＭＵＹ」
カンディハウスは、オーダー家具
も手広く手掛け、有名飲食店をは
じめ、国立国会図書館関西館の机
や書架にも数多く採用されている。




