「外国出願補助金」をご利用ください
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等に対し、外国出願に要する費用の1/2を助成する補助
金を全国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。

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
【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

これまでの支援件数

878
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712

634

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30年度には878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。
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11

25

H20年度

H21年度

71
H22年度

191

102
H23年度

特許

H24年度

401

H25年度

実用新案

H26年度

H27年度

意匠

H28年度

商標

H29年度

H30 年度

冒認対策商標

補助金を利用して外国出願した効果について
（％）

0
自社商品の宣伝や営業活動でPRする材料となった
自社製品の信頼性向上につながった
ブランド力の向上につながった
模倣製品に対する抑止力につながった
海外と取引するきっかけとなった
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
収益向上につながった
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
今のところ効果はない
その他

2

4

6

8

10

12

14

16

18

415 件
399 件
363 件
354 件

展示会などでも知財の有無は有効な
アピールポイントになるだけでなく、
模倣品に対しての抑止力としても有用
だった。
海 外では 、商 標 権などの 権 利を有し
ていないと取引だけでなく販売自体
ができない場 合 がある。権 利を取る
ことで、権利侵害で訴えられるリスク
等が減り、現地代理店ともより強固な
信頼関係が構築できた。

245 件
172 件
91 件
49 件
32 件
464 件
96 件

外国での権利化は、地域によっては、
時間がかかるため、すぐには効果が見
えにくい。しかし、海外で安定して事
業を行うためには出願が必要です。

当補助金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

T EL 03-3581-1101

内線

2145

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html

知財全般に関することはこちらまで
全国共通ナビダイヤル

知財総合支援窓口

T EL 0570 - 08210 0

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
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

相談
無料

秘密
厳守

日本発

中小企業の知財の力を世界へ

外国出願
補 助 金
事 例 集
二〇二〇

山本光学株式会社

大阪府

スポーツ用ゴーグルの

」

国内トップシェア

「

研究、技術開発を続け

知財でも権利保護する事例

S
W
A
N
S

所在地◦大阪府東大阪市長堂3-25-8
事業内容◦ 産業安全用保護具･スポーツ用各種
アイウェア･眼鏡･光学機器等の製
造販売
W E B ◦https://www.yamamoto-kogaku.
co.jp/
資本金◦2億3,088万円
従業員◦260人
設立年◦1911年

事業内容
山本光学株式会社は、働く人の健康と安全
を護る産業安全用保護具「YAMAMOTO」
と、スキーやスイミングゴーグル、サングラス
など競技者のパフォーマンスを最大限に引き
出すスポーツギア「SWANS」の製造販売を
行う大阪府の企業である。
同社は、山本晴治氏が1911年に眼鏡レン
ズ加工業「山本レンズ製作所」を大阪市内
で創業。終戦後、戦火を逃れたセルロイド生
地などを使い、焼け残った工場で水中眼鏡
「スワン印水中メガネ」を生産。スポーツブ
ランド「SWANS」は、この当時高級をイメー
ジする言葉としてよく使われていた「白鳥（ス
ワン）」に由来するという。
眼鏡レンズの加工業として出発し、
「眼を
護る」安全性や快適さを追求して100 年以
上技術を磨いてきた同社。その後も、防塵眼
鏡やオートバイ用ゴーグル、曇らないスキー
ゴーグルなど、次々と世にない新しい製品を
開発し、徐々にメーカーとしての頭角を現す
こととなる。
最大の強みは、産業安全とスポーツの両
分野で培った技術力、設計力、デザイン性、そ
して日本品質へのこだわりを相互に応用し、
より良い製品を送り出せる総合力にある。

知財への取組
代表取締役

特
許

山本直之氏

眼用保護具に関する特許（27年度）
顔面装着具（23年度）

支援案件の特許が使われている
「DICE HIGH ROLLER 」

当社では、
「眼を護る」アイウェアの製造
をコア事業とし、産業用、スポーツ分野に関
連するさまざまなコア技術をもとに、製品企
画･開発･製造を行っている。現場主義を貫
き、日進月歩の技術革新への取り組みだけ
でなく、社員がスキー場などの現場に出向
き、必要な性能や機能の検証やテストから、
ユーザー嗜好の変化まで柔軟に対応できる
体制を敷いている。
世界的に見ても、
「光をコントロールする」
光学的な専門性を有するレンズ設計と、その
レンズ性能を最大に発揮できるレイアウトで
固定するフレーム設計まで一貫して行うメー
カーは稀である。また、長年にわたる豊富な
日本人骨格データの蓄積をベースに、企画か
らデザイン、製造に至るまでのこだわりが、日
本人にあった製品開発を可能にしてきた。
設計力、技術力の厚さを物語る知財の出
願件数は、500件以上。それはアイデアマン
でもあった2代目社長の影響が大きく、早い
時期から当社の知財に関する意識が高かっ
たことによる。また、歴代の社長はもとより、
どの時代にも知財に明るい社員が必ず複数在
籍していたこともこの結果につながっている。
企業における知財戦略の必要性が増して
いる昨今、管理部門の中に特許法務室を設
置し、知財体制を整えた。また、次の時代を
見据え、社員に対しても知財に関する勉強会
を定期的に開催している。

2

外国出願背景
スキーヤー、スノーボーダーにとって、ス
ノーゴーグル着用時の雪面の視認性や身体
の安全性、一日中使用するゴーグルの快適
性は重要な要素であり、当社ではその機能
や性能を搭載したモデルをいくつも発表して
きた。
支援案件でもある当該特許は、スキー用
ゴーグルのレンズの脱着に関するものであ
る。スキー場の天候は変わりやすく、ユー
ザーにとって天候に応じたレンズの交換のし
やすさもこだわりたい大事なポイントといえ
る。しかしながら、レンズ交換に際し、従来
品ではどうしても構造上、汗や指紋などの汚
れなどがつきやすい課題があった。そこで極
力レンズ面に触らず、かつユーザー自身が容易
に脱着を可能にする構造を有する技術を開
発し出願。この特許技術は現行商品「DICE
HIGH ROLLER」に使われている。
また、海外知財戦略として、当社では戦後
早い段階から海外展示会に出展するなど、
輸出を含めた海外展開に積極的に取り組ん
でおり、海外での製品の評価も高い。海外で
の特許出願も実施しており、権利侵害が発覚
した際は取扱業者に対して警告を発するな
どの厳しい対応も実施している。
そんな折、当補助金を知り（公財）大阪産
業振興機構（現 大阪産業局）を窓口に、平成
23年度と27年度にスキー用ゴーグルに関する2
件の特許技術を中国、韓国、台湾に出願した。

外国出願による事業効果
スポーツアイウェア「SWANS」ブランドは
アジア地域を中心に海外でも存在感を発揮
し、産業安全用保護具「YAMAMOTO」ブラ
ンドはヨーロッパや米国を中心に販路を広
げている。外国出願は模倣品の抑止などの
自衛手段としても有用であるが、近年は商品
を取り扱う代理店から、知財関係の権利を有
しているかどうかの問い合わせが増加傾向に
ある。このような場合、取引において外国出
願の実績が有利に働くといった利点もあり、
その効果については十分に認識している。
近年は、トレンドの変化や製品サイクルが
短命な上、多品種少量生産が主流なため、
費用対効果の観点からも特許申請にも取捨
選択が必要であるが、当社における「知財の
重要性」は変わらないと考えている。
専務取締役の山本剛士氏は、
『当社では、
「目を護る」を理念に、創業当時より
「安全」
と「快適」のために、当社ができることは何
か、研究開発し製品開発を続けてきた。今後
も、現場から発想されるアイデアを大切にし
ながら、日本国内のみならず海外展開にも
注力していく』と語る。
いよいよ2020 年はオリンピックイヤー。
世界中の人々により広く「SWANS」製品が
知られる日は目前だ。

株式会社プロドローン

ドローン市場が、軍事から商業分野に急
激に移行していく中、法律上の規制や市場
環境からも、技術面からも米国と日本の格
差が広がり、特に開発に関するスピード感は
別次元ともいえる状況である。そのなかで、
同社では、早くから米国市場を意識した事
業構想を持ち、国内の特許は勿論のこと、
米国内での特許も必須であると考え、米国
への出願も継続的に行っている。
しかし、中小企業にとって外国出願に要
する費用は、すぐに効果が得られる性質の
ものではないため、大きな負担となる。こう
したなか、顧問弁理士より外国出願補助金
の制度を紹介され、まずは平成28年度に社
名の商標「PRODRONE 」を米国、オース
トラリア、中国に出願。さらに 29 年度以降
も当事業を利用し、ドローン技術に関する
11件の特許を米国に出願するとともに、商標
「 PRODRONE 」の登録をシンガポール、
イスラエル、ブラジル、ニュージーランドへと
拡げている。
特許や知財を保護する重要性は十分認識
しているものの、少なくない費用を要するた
め、こうした補助金を大変有り難いと感じて
いると河野氏。

外国出願による事業効果
同社の特許技術は、既に実用化に向けて
動き出している。例えば負圧利用で壁や天
井に張り付き走行できるドローンは、壁面お
よび天井面への液体塗布を可能にし、これ
まで足場が必要だった高所での塗布作業を
効率化するなど、身近なところでの活用が始
まっている。
また、広域探索ドローンの技術は、災害発
生時に被害者の捜索及び被災状況の確認を
円滑に実施できる。そこで当社は、2020年
3月に愛知県名古屋市天白警察署と、災害時
における「無人航空機による情報収集など」
に関する覚書を締結し、人命救助にも一役
担うこととなった。
同社の製品は企業ニーズに合わせたオー
ダーメードであり、現在は国内企業向けに対
応している段階にある。そのため海外のド
ローン展示会への出展等で同社の技術が注
目を集める中、技術に関する問い合わせや
相談、引き合いが海外から多く寄せられてい
るが、まだ準備段階と応じている。しかし、
技術の模倣被害の抑止力として、また各種の
技術提携や支援を受ける際にも、外国出願
は必須であり、今後も知財の保護や社員の
知識向上に努めていく。

社会生活や災害時にも

河野氏は、
『特許は大企業、中小企業かに
関わらず、平等に与えられる権利であり、外
部から唯一公平に評価してもらえる要素で
ある。だからこそ特許は中小企業にとって必
要不可欠であり、特許を取得しなければ大
手企業に対抗していくことは不可能である』
と考えている。
また、同社では知財を特定部門の専門的
な知識としてではなく、全従業員の基礎知
識と位置付けており、このため同社には知財
を専門的に取り扱う部署はない。知財に関し
ては部門横断的に全ての従業員がその当事
者としての基礎的な知識、考え方を身に付け
ているという。
同社は、設立当初から週1回、顧問弁理士
の福嶋享氏を囲み、同社の役員で「特許会
議」を開催しており、特許に関する知識、
関心を深めるほか、着想を得たアイデアが
特許につながる類のものなのか、どのように
思考すれば特許取得につながる技術や開発
となるのか等を議論する機会を持ち、近年
では若手エンジニアも会議に参加し、活発
な議論を行っている。そして、ここで生まれ
たアイデアを基に技術が生まれ、設立から
5 年余りの企業であるが、国内出願件数は
120件を超える。
ドローンは近年特に技術革新が進んでい
る分野であるが、その歴史は意外と古く、技
術としては昔から存在したという。そのため、
ドローン関連の特許は、最先端の技術が特
許となっている一方、あまりにも基礎的な技

外国出願背景

活躍が期待される

知財への取組

術過ぎて見逃されているような仕組みが特
許出願されていないケースもあるなど、特殊
な分野でもあり、その隙間を狙った出願の機
会もあるという。
「面白いことを考えても、知
財につながらなければ意味がない」との考
え方から、知財に関する知識、情報を全社
員が共有できる体制強化に注力している。

産業用ドローンの

株式会社プロドローンは、産業用ドローン
システムメーカーとして、ドローンの企画、設
計、製造を行っている愛知県の企業である。
代表取締役社長の河野雅一氏は、放送局
に放送用機材の卸売および設置作業を請け
負う「株式会社システムファイブ」の代表で
もあり、5年ほど前に放送局から、カメラをド
ローンに載せることができないか相談を受け
たことが、ドローン業界へ関わるきっかけと
なった。
当初は企業の一部門としてのドローン事業
であったが、米国出張時に先進的なドローン
業界の勢いを目の当たりにしたことで、事業
展開が可能な環境が必須であると認識し、
帰国後すぐに同社を設立した。
設立に当たり、ハード面を担当する取締役
副社長の菅木紀代一氏、ソフト面を担当する
常務取締役の市原和雄氏とタッグを組み、
三人が中心となって0（ゼロ）から1（イチ）
を創り出し、現在ではそれを30名の技術陣
が支えている。この体制のもと、同社は、最
先端かつ唯一無二のドローンの製品化を行
い、他社では実現不可能な技術を実現し続
けている。ドローン技術は、ハードウェアの
みでもソフトウェアのみでもなく、ハードとソ
フト双方のバランスが必要だという。企画、
設計、製造を一貫して自社で実施できるとこ
ろが当社の最大の強みである。

知財活用事例

事業内容

愛知県

所在地◦愛知県名古屋市天白区中平1-115
事業内容◦ 産業用ドローンシステムの研究･
開発･製造
W E B ◦https://www.prodrone.com/jp/
資本金◦1億円
従業員◦37人
設立年◦2015年

代表取締役

特
許
商
標

河野雅一氏

ロボットアームおよびこれを備える
無人航空機 他3件（30年度）
無人移動体の操縦方法および無人
移動体監視装置他4件（29年度）
（30年度）
商標「AEROCA 」
商標「PRODRON」
（28年度）

「直接作業型ドローンPD6B-AW-ARM」
ドローン自体が自由に動く多関節アームを持
つことで一気に多目的型となり、
その使用可
能用途が無限に広がった。
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フジスレート株式会社

徳島県

災害の多い

日本の屋根を守る

独自の技術の

軽量瓦を開発し

ベトナム進出に成功した事例

所在地◦徳島県板野郡北島町太郎八須字新開1-32
事業内容◦ セメント系瓦をはじめとした瓦全般
の製造、および製瓦製造システム
設計･施工･販売
W E B ◦http://fujislate.com/
資本金◦5,000万円
従業員◦101人
設立年◦1945年

商
標

『Air Roof』の商標（29年度）

支援案件「AIR ROOF」の商標が使われた製品
Cエアルーフ・ドリーム（カナディアンブラック）

事業内容
フジスレート株式会社は、屋根瓦の製造
を中心とした事業展開を行っている徳島県
の企業である。
現在の主力製品である高分子繊維強化瓦
「AIR ROOF」は、強化繊維とセメント･骨
材などを使用して従来品より軽く、かつ断熱
性能を高めた自社製造の瓦である。
当社は戦後間もない1945年に創業し、当
初はセメント製スレート瓦の製造を主業とし
ていた。瓦には大きく分けて粘土を使用し
て焼き上げるものと、セメントを使用するも
のがある。それぞれに特徴を有しているもの
の、粘土を使用する瓦は焼き上げるため、プ
レス圧をあまりかけず大量生産が出来る。ま
た、原材料が粘土のみであるために価格も安
価であるというメリットがある。一方で重く、
割れやすく、塩害に弱い。また焼き上げる時
に生じるムラ等に起因する隙間のために、強
風時に飛ばされやすいといった弱点がある。
一方、従来のセメントを使用する瓦も、同
様に重量があり、原材料にセメントを使うた
めに価格が高くなるというデメリットがある
ものの、ムラが少なく均一性に優れており、
焼き上げるための燃料等が不要で、型があ
ればセメント、水、塗料のみで製造が可能と
いった長所がある。
「 AIR ROOF」は、セメント瓦の弱点を補
う形で生み出された製品で、1998年に発売
された。材料に高分子繊維を使い、樹脂軽
量骨材を使用して割れにくく、かつ40％の
軽量化に成功し、加えて塗装の際にフッ素
コーティングで耐久性も強化した製品である。
50坪程度の家1軒に使われる焼成粘土瓦
の重量は約7.5トンで一般的な自動車の7台
分といわれ、これが地震の際に揺さぶられる
ことから、瓦の40％軽量化は大地震への備
えであり、家づくりにおいては必須項目であ
るという。

知財への取組
創業以来、瓦に関する新製品を独自に
開発しており、特許、実用新案を中心に50件
以上の出願をしてきた。現在は代表取締役
社長の馬渕祐三氏と、ベトナムのハノイに駐
在する専務取締役の馬渕勇人氏が、事業推
進計画と合わせて知財への取組についても
相談しながらすすめている。しかし、現地特
許庁の知財体制や保護について、成熟度が
国や地域によって日本とは異なっていること
もあり、権利保護の環境が整う前に当社製
品の知名度が高くなって、模倣品が横行して
しまうなど、対応が後手に回ってしまう状況
となっている。そのため、今年度の経営目標
に模倣品対策を項目に加え、取り組んでいく
という。

外国出願背景
当社は創業時より徳島県を地盤としてお
り、営業エリアは四国全域のほか、近畿地方
や沖縄県エリアが中心である。
「AIR ROOF」
も同様の地域で展開を図っているが、日本国
内のみならず、これらの地域特有の台風被害
や湿気、高温といった環境が似ている東南
アジア地域での需要も大きい。
当社は 2008 年、ベトナム T TC 社と「AIR
ROOF」の製造に関する業務提携を実施した
ことをきっかけに、本格的に海外市場へ進出
した。2018年には完全子会社のFUJI STAR
ROOF 社を設立。馬渕勇人氏が代表に就
任し、2019年に工場も稼働を始めた。その
結果、ベトナムのハノイでは、新規住宅着工
件数の実に25％が当社製品で占められるな
ど、現地のニーズに着実に浸透している。
外国出願は、このベトナムへの進出にあわ
せて、徳島県のよろず支援拠点でもある、
（公財）とくしま産業振興機構に相談した
際、当補助金を紹介され、平成 29 年度に
ベトナム、
「AIR ROOF」の商標をマレーシア、
台湾に出願した。
現在、知名度が高いが故に、完全にデット
コピー品で形状を似せた、当社の類似商号
やブランド名を刻印した製品が出回るように
なり、販売機会を逸失するのみならず、粗悪
な模倣品の使用を余儀なくされたユーザー
からのクレームを受ける事態も起こってお
り、対策も急務な課題であるという。

外国出願による事業効果
すでに海外でビジネス展開をしており、商
標出願により「AIR ROOF」というブランド名
の権利保護には十分効果を発揮している。
これにより模倣品が一掃される訳ではない
が、一定の抑止力にはなっている。当社の瓦
には、機能性や塗料の美しさだけでなく、他
者にない実用的な意匠性もあり、今後は、商
標で守りきれない知財に関しては、意匠権を
申請するなどして知財保護を実施するといっ
た方法も視野に入れている。
また、当社は瓦の製造だけでなく、製造
装置まで自社で製作が可能な技術力を持っ
ている。これにより製造装置の限界に制限
されない自由な発想で新製品の開発ができ
る。この技術力を活かして、これからも新製
品を開発していくが、同時に特に海外市場に
おける知財の保護に関しても、ジェトロの現
地事務所なども活用しながら、既に拠点の
あるベトナムをハブとして、台湾やマレーシア
にも進出していく意向である。

現地法人
「フジスタールーフ」のベトナム工場
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坂東機工株式会社

一方で、知財は技術力の証であり、権利
侵害を防衛することにも意義を見出して
いるため、外国出願を積極的に行ってい
るが、当社製品の納入先が海外約60か国
にまで及んでいるため、重要性の高い地
域から優先的に出願している。それでも15
か国程度に出願しなければならない状況
で、徳島県の発明協会より当補助金を紹
介され、
（公財）とくしま産業振興機構を
窓口に「ガラス板の折割機械」に関する2
つの特許に対し、米国、韓国、中国、欧州
の出願分に利用した。

70

自動車用ガラス加工機

当社はもともと製造機械メーカーであ
るが、顧客である大手メーカーからの要望
で機械の開発や改良を行うのではなく、
自社内の技術者により改良や新機種の開
発を日常的に実施している。また経営者も
製造現場や開発の実態に精通しているた
め、知財に対する意識は高く、何か新しい
アイデアがあったら特許を取るという発想
が受け継がれており、300 件以上の特許
の出願を行っている。
近年、こうした体制を組織的にも強化す
るため、知財を取り扱う部署を独立させ、
知的財産部を設置し、担当者を中心に弁理
士と相談しながら知財管理を行っている。

早くから海外のガラスメーカーに当社
の加工機性能を高く評価され、また、よ
り安価な働き手を求め、自動車などの製
造工場が海外へと移転していく流れのな
かで、当社の納入先も必然的に海外の工
場へと変化していった。このため、売上高
に占める海外比率も80％を超えるまでに
なった。
大手には参入しづらい分野で、当社製
のガラスの押し割り技術を特徴とした製
造機器は、たとえ形態を模倣できたとして
も、同一の効果を得るのは困難で、仮に
模倣品が出回ったとしても、期待された成
果が上がらないためすぐに駆逐されるほ
どに、抜きんでたノウハウ技術には自信を
もっている。また、機械を制御するソフト
面にも高い技術を有している。

世界シェア ％

知財への取組

外国出願背景

グローバルニッチトップ

坂東機工株式会社は、自動車に用いら
れる窓ガラスの形状加工を中心とした、ガ
ラス加工機の設計･製造･販売を主力とし
た事業展開を行っている徳島県の企業で
ある。
当社は、1968年に設立。従前のガラス
の加工は手作業で行うことが多く、非常に
作業効率が悪く、また加工精度が悪かっ
たり、加工中に破損することから歩留まり
も低く、ガラスメーカーの悩みの種であっ
た。なかでも効率的な体制で大量生産を
求められる自動車製造では、エンジンな
どの基幹となる部分ではないものの、必
要不可欠な部品である窓ガラスの加工に
おいて、その課題解決策がキーポイントで
あった。
そこで当社では、そのニーズに応えるべ
く、ガラス部品を効率的に製造加工する
機器の開発に取り組み、成功する。その後
も、技術革新で改良を重ね、コンピュータ
制御で、切り出し加工、仕上げまで一貫し
て行えるプラント形式の加工機を開発し、
今ではわずか6秒で1枚のガラスが加工で
きるという。
現在は、自動車の窓ガラスに加えて、車
載用パネルガラスの加工機、ブラウン管に
変わる薄型で平坦な画面のフラットパネ
ルディスプレイ（FDP）用ガラス加工機の
ほか、建築用ガラス、太陽電池用ガラスの
加工機の製造も行っている。これらの機
械は、主に大手のガラスメーカーやその関
連工場へ納入されており、長年の経験と
知見から生まれる技術による、短時間で
かつ高品質を維持できる構造が高い評価
を得ており、自動車用ガラスの加工機械
では、世界シェア70％を誇る、まさにグロ
バールニッチ企業である。また、液晶ガラ
スの加工機械については、自動車用のガ
ラス部品とは異なり、僅かな傷も許容でき
ず、使用する部材にも気を遣う必要がある
など、異なった面の要求も多くあるが、こ
のようなニーズに対応した機器も開発して
いる。

企業事例

事業内容

徳島県

所在地◦徳島県徳島市金沢2-4-60
事業内容◦ 自動車用、FDP用などのガラス加
工機製造メーカー
W E B ◦http://www.bandoj.com/
資本金◦3,600万円
従業員◦200人
設立年◦1968年

特
許

ガラス板の折割機械に関する特許
（30年度）

外国出願による事業効果
現在まで模倣品等により大きな被害は
受けておらず、また技術的に模倣品が広が
る可能性も決して大きくはないが、対外的
な信用を補完する上でも、外国出願は必
要であると考えている。

支援案件の技術が使われた製品

家具用ガラスの製造から始まり、自動
車、液晶とガラスが活用される分野は広
がり続け、またそれぞれで求められる品質
水準も高くなってきている。こうした環境
の変化に対し、当社は日常的な技術向上
を続けていくことで対応してきた。
「実は、世界中を走っている自動車のガ
ラスは、ほぼうちのガラス加工機を使って
生産されているんです」と知財担当者は笑
顔をみせた。
一般には気づきにくい縁の下の技術力
ではあるものの、ニッチな市場におけるグ
ローバルな活躍が評価され、
「グローバル
ニッチトップ企業100選」に選出されたほ
か、
「四国でいちばん大切にしたい会社大
賞」および「日本ものづくり大賞」でも優
秀賞を受賞している。今後も、製造ライン
の生産効率を上げることが、最終的な投
資を最も安価に抑える方法であると考え、
さらなる技術革新を図っていく。

製品はすべて徳島工場で製造され、
世界シェア70%を占める
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株式会社アビサル･ジャパン

北海道

北海道のてんさい糖を

原料にした化粧品と

医薬品の商標を

活用した事例

所在地◦北海道札幌市中央区南4条西12-1304-4
事業内容◦ 健康スキンケアの製造販売
W E B ◦https://abyssal.jp/
資本金◦7,000万円
従業員◦12人
設立年◦2004年

代表取締役

商
標

のぼりだて ま

り

幟立眞理氏

ラッコのマーク（28年度）
「お砂糖革命」（28年度）
「カラダキレイ／KARADA KIREI」
（31年度）
」31年度）
「Baby Skin（

北海道産のてんさい糖は世界で唯一、遺伝
子組み換えがされておらず、直接肌に付ける
商品にとって最も重要な安心安全が担保さ
れている。
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事業内容
株式会社アビサル･ジャパンは、健康スキ
ンケアの製造販売を行っており、北海道産
甜菜（てんさい）糖を使用した100％天然由
来成分のスキンケア、医療用品を企画、製
造、販売している北海道の企業である。
てんさい糖とは、
「ビート」や「砂糖大根」
とも呼ばれる「甜菜」由来の砂糖。甜菜の見
た目は、大根というよりもカブに似ている
が、分類上はほうれん草と同じ科に属してお
り、国内では100％北海道のみで栽培されて
いる。日本ではあまり一般的ではないが、
全世界の3 割が砂糖の原料にしている。

代表取締役CEOの幟立眞理氏は、日本で
商品プランナーとしての経験を経て、米国に
て化粧品原料メーカーで開発事業に従事。
渡米の背景には、幟立氏の娘が重度のアト
ピー性皮膚炎に悩まされており、美容や医療
の先進国の米国で何か解決策がないかとい
う母としての思いがあったという。
製品開発のきっかけになったのはニュー
ヨークでの冬の出来事。ニューヨークの冬
は寒さと乾燥がことのほか厳しい。職場の
同僚から、米国では寒い日にはバスタブに
砂糖を入れて入浴するという話を耳にする。
そこで自ら試してみたところ、保温効果だけ
でなく保湿効果も実感した。そもそも砂糖
は、昔は甘味料というよりも薬として使われ
た貴重品で、高い防腐性、菌の抑制力、また
細胞を再生する働きがあり、米国でもスタン
ダードな打ち身や切り傷に有効な医薬品とし
て販売されている。また床ずれの治癒薬の
原料としても使われており、近年、スキンケ
ア用品の原料として使われる塩よりも保湿力
があり、肌に優しく刺激もない。
これを機に、幟立氏は ｢砂糖の力」に着
目し、スキンケア開発ができるのではないか
と思い立ち、開発をはじめ米国の企業で非
水性スクラブ剤の製法特許を取得。帰国の
際、この特許と販売権を譲り受け、平成17年
に広島県で起業する。
スキンケアの製品化においては、原料が
重要な要素となる。国や地域、人種によって
も肌に合う、合わないといった相性があり、
日本人の肌に合う砂糖を追求するため、200
種類を超える品種を集めて比較試験を行
い、
てんさい糖にたどり着いた。
当初は広島の会社にまで取り寄せて製造
していたが、札幌市の誘致事業を利用し、
2009年北海道に本社と工場を移転した。

知財への取組
幟立氏は、前職から商品企画やマーケ
ティングの分野で活躍するプランナー、
マー
ケッターとして、自身の企画商品で東京国際
ギフトショーにおいてグランプリを受賞した
実績を持つ。こうした経験から、知財に関す
る意識も高く、2003年に「シュクレ」の前身
となる「シュガースクラブ」を完成させた際、
米国の企業にて特許を取得し、販売権を得
た。また幟立氏自ら、知財総合支援窓口へ
の相談を利用し、アドバイスを受けながら製
品ブランドを保護するため、国内外で社名や
ブランド名、また、パッケージデザインに使
用しているイラストなど商標を中心に出願
を多く実施している。知財の保護と同時に、
スキンケア製品は直接肌につけるものであ
り、肌に影響を与えるため、安全性には十二
分な検証が必要である。その使用した効果
について、慎重な検証のため、開発に当た
り2,000人以上の乳幼児の膨大な治験試験
データを保有している。こうした検証に裏打
ちされた、確かな技術や製法に依ったものづ
くりを進めるとともに、有識者と組んで、香港
など海外でのセミナーを開催し、積極的な
販路開拓を展開している。

外国出願背景
海外へ進出する際には外国出願が必要で
あると認識しており、2014年にシンガポール
でのイベント出店を機に外国出願を実施。
平成28年度に（公財）北海道中小企業総合
支援センターを利用し、
「お砂糖革命」の商
標を香港･タイ･マレーシア･インドネシア･カン
ボジア･シンガポール等10か国に出願。翌年
30年度には、
「シュクレ」に使用している、
ラッ
コのマークを中国、インドネシア、シンガポー
ル等5か国へ出願し、平成31年度も「カラダ
、
「Baby Skin」の
キレイ/KARADA KIREI」
商標を、当補助金を利用して積極的に外国
出願を進めている。

外国出願による事業効果
以前、上場しているOEM先の企業に当社
の技術を模倣されたことがあり、特に海外に
進出する際には細心の注意が必要であると
考えていた。外国出願は、目に見えない脅威
から身を守るほか、海外展開の際の安心感
にもつながっている。また、こうした補助金
を活用する際、申請書類等の記入時に、事
業展開の構想や今後の見込み等に関して、
経営者の頭の中を整理する意味でも、大変
有用であると認識している。
平成 31年度に当補助金でも採択された
「カラダキレイ/KARADA KIREI」の商品は、
鳥取大学名誉教授と共同研究し3年かけて
開発した洗浄型保湿ローションであり、防災
用品の備蓄品として企業や公共団体に採用
されたり、今般のコロナ対策の製品として注目
度も高くなっており、今後は、化粧品事業から
医薬品事業にもシフトしていく予定。

株式会社杉養蜂園

創業者の杉氏は、普段から蜂の飼育方法
や独自の蜂蜜製法を研究しており、知財に対
する関心も高かった。法人化された1971年以
降、特許･実用新案や商標の登録を積極的に
実施。ブランド保護や模倣品被害の防止に努
め、特許、実用新案に加え、社名や商品名な
どの商標出願を行ってきた。現在では、経営
企画本部が知財関連の総合的な担当部署と
なり、代理人と連携を取りながら、必要な商
標や特許に関しての出願の有無、また海外へ
の出願に関して主体的に行動している。
今後は、より強い模倣品対策や、冒認出
願に備える知財戦略や、知財整理等も含め、

外国出願背景
日本国内市場が将来的に頭打ちになる状
況を見越し、海外販路を開拓すべく2005年
頃、中国の上海へ進出した。現在、インバウン
ド客の購入傾向等から分析を行い、戦略をた
て海外展開を進めている。
一方、中国において、当社がオリジナルで
作成した容器が模倣され販売されてしまう
事態が発生したことから、最低でも社名の漢
字表記や英語表記を保護する必要性を意識
し、外国においても出願を行うこととなる。そ
こで、平成 30 年度（公財）くまもと産業支援
財団を窓口に当補助金を利用し、社名の商標
「杉養蜂園＼SUGI BEE GARDEN」を主な
進出先である中国、シンガポール、タイ、米国
などをターゲットに9 か国へ出願した。

インバウンドの

知財への取組

（独）工業所有権情報･研修館（ INPIT ）の
「海外知的財産プロデューサー」の専門家派
遣支援も受けながら進めていきたいとしている。

売上を契機に海外進出

株式会社杉養蜂園は、蜂蜜のほか果汁入り
はちみつ、ローヤルゼリー、化粧品などの製
造販売を行っている熊本県の企業である。
1946 年、創業者の杉武男氏が「気候が温
暖で1年中どこかで花が咲く熊本なら、日本
一の蜂蜜ができる」と考え、3箱の巣箱から養
蜂業を始めたのが原点となっている。
創業以来、高い品質にこだわり、蜜蜂の飼
育法から蜂蜜の採取法、またその加工販売ま
でを一貫して自社で実施する体制を維持して
いる。現在、巣箱の数は4,000箱を超えるな
ど、養蜂業者の中では全国一の規模を誇り、
養蜂職として20人の社員が在籍している。彼
らはチームを組み、トラックで蜂と共に全国を
移動し、季節ごとに様々な花の蜜を集めてい
る。また、採蜜の期間以外にも年間を通して
自分たちの手で土作り、下草刈りに汗を流し、
農家の方へのレンゲの種の配布や、巣箱の貸
出による蜜蜂交配など、蜂場一体の環境作り
から丹念に行うことも大切な仕事であるという。
養蜂業を原点に創業から74年を迎え、三代
目となる現社長の米田弘一氏にも、新しい分
野へのチャレンジを積極的に実施する考えが
受け継がれており、養蜂に関しても日本国内
にとどまらず、養蜂大国と言われるカナダ、フ
ランス、ニュージーランドなどから最新の情報
を取り入れ、商品改良を実施するほか、逆に
当社商品の優れた部分を再認識して更なる
イノベーションを図る。
このようなたゆまぬ企業努力を経て生まれ
る、高品質の製品が評価されて、2000年頃よ
り、自社での店舗出店を増やすなどして一般
消費者向け取引、いわゆるBtoC取引にも注
力するようになる。
ユニークなのは、当社の出店営業戦略で、
温泉や娯楽施設のある「非日常な」人気観光
地やショッピングモールに、
「みつばち」を彷
彿させる黄色と黒のコントラストの意匠をモ
チーフとした店舗を展開していること。リピー
ト購入に繋げるため、会員登録制の価格設定
をし、積極的なビジネスを展開する。
特に近年は観光地を訪れた外国人観光客
からの評判も高く、帰国後も口コミなどで評
判が広がってネット通販での購入も増加。海
外に対する売上高は全体の20％を占める。

食品分野の出願事例

事業内容

熊本県

所在地◦ 熊 本 県 熊 本 市 北 区 貢 町 571-15
フードパル熊本内
事業内容◦ 蜂蜜ローヤルゼリー･プロポリス等の
製造及び販売、
化粧品の製造及び
販売
W E B ◦https://sugi-bee.com/
資本金◦830万円
従業員◦500人
設立年◦1971年

外国出願による事業効果
2013 年、シンガポールへの催事販売を皮
切りに、訪日外国人観光客の増加傾向が顕
著になるなか、海外からのリピート購入に応
えるべく英語版のホームページを開設。2017
年には、初の海外常設店舗となる香港SOGO
コーズウェイベイ店を開設した。現在では台
湾の 5 店を含む海外 8 店舗体制で運営する
など、業績は堅調に推移している。当社のブ
ランド名でもある「杉養蜂園＼ S UGI BEE
GARDEN」を外国出願したことで、冒認商標
や模倣品被害についても対策をし、海外での
展開も順調に進んでいる。
当社は、
「はちみつで世界中の人々を健康
に」を重要なテーマとしている。特に東南ア
ジア地域には糖尿病有病者が多いとされ、近
年その拡散するスピードに拍車がかかってい
る。蜂蜜は血糖値、インスリンへの影響が相
対的に低いとの研究結果もあり、
「健康に役
立つ商品の展開を通して、世界の人々の健康
に貢献していきたい」と米田社長は語った。

代表取締役

米田弘一氏

熊本県での採蜜の様子

商 杉養蜂園＼SUGI BEE GARDEN
（30年度）
標
果汁入りはちみつ

自社工場

本社 社屋

7

有限会社冨岡商店

秋田県

角館の伝統工芸品の

海外展開に合わせて

海外へも

商標出願した事例

事業内容
有限会社冨岡商店は、国指定伝統的工芸

秋田県の中小企業支援センターによる知

品である角館の樺細工の企画、製造、販売を

財関係の説明会で知財の重要性を知る機会

行う秋田県の企業である。

もあり、海外展開における外国出願の必要性

「樺」
（かば）とは、野生のヤマザクラの樹

についても認識はあったが、国際見本市「ア

皮のことで、この樹皮を使って加工、細工され

ンビエンテ」の出展をきっかけに外国出願を

たものが樺細工である。古くは正倉院の御物

初めて試みる。

や筆、弓、刀の鞘などにも山桜の樹皮を使っ
たものが見られるなどその歴史は長い。

所在地◦秋田県仙北市角館町東勝楽丁2-2
事業内容◦ 樺細工
（桜皮細工）
の製造販売
W E B ◦https://tomioka-shoten.co.jp/
資本金◦500万円
従業員◦9人
設立年◦1975年

たものの、中国では他者により登録済みであ
り、またでは欧州では「樺細工」は固有名詞

の阿仁地方に伝承された技術を、佐竹北家の

であり識別性がないとして、登録ができない

武士、藤村彦六が習得したのが始まりとされ

と判断され断念した。このため、まずは模倣

ており、18世紀末に当家により角館に技法が

品対策を念頭に置き、
（公財）あきた企業活

伝えられ、この地で根付いた。製品は、茶筒

性化センターを窓口に当補助金を利用して、

や盆、筆記用具など身近な生活用品から、箪

平成25年度に社名の「 TOMIOK A 」のロゴ

笥、飾り棚など多岐にわたり、現在では、3社

と、樺細工のブランド名の「art K ABA 」を中

当社は、1970年に先代社長の冨岡和哉氏
（現 会長）が、樺細工問屋を営んでいた菊地
商店の事業を承継し創業した。もともと高い
加工技術やデザイン性に強みを持っていた

冨岡浩樹氏

本来は、
「樺細工」での商標登録を目指し

この工法は、江戸時代中期に秋田県北部

がこの伝統工芸品の文化を守っている。

代表取締役

外国出願背景

国に出願。その後、平成30年度には海外展開
に合わせて、製品シリーズの「K AVERS 」の
商標を欧州に出願した。

外国出願による事業効果

が、2013年、2014年、2016年に、中小企業

何代も引き継いで大切に使いつづける日本

庁の「ものづくり･商業･サービス生産性向上

人の生活が、安価な大量生産品に押され、国

促進事業」
（ ものづくり補助金）を利用して、

内での日常使いの需要が落ち込む一方、近

樺細工の利用できるレーザー加工やNC旋盤

年、海外においては樺細工をはじめとした日

加工が可能な環境を整え、より繊細でオリジ

本の伝統工芸品の価値が評価されている。そ

ナリティのある商品の製作を行っている。

の中でも、当社の伝統の角館の樺細工に、
新しいモダンな意匠を加えたものづくりは、
他社の製品と一線を画し、フランスの高級

商
標

ブランドに評価を得て、取引も順調で、海外
の売上高は全体の10％程度を占めるなど、着
実に増加傾向にある。

社名のデザイン商標（25年度）

国内でも、角館の美しい街並みを目当てに
訪日外国人観光客数が順調に伸び、
「樺細
工」も好評を得ている。外国出願を実施する

art KABAの商標（25年度）

KAVERSの商標（30年度）

従来、国内市場が主な販売先であったが、

ことは、海外に対しても「樺細工」のブランド

2011年の東日本大震災の影響で、特に三陸

名を守り、また模倣品の抑止にもつながると

地方を中心に売上高が激減する。これを機

いう安心感が得られている。

に、2012年にドイツのフランクフルトで開催

今後は、世界に類を見ない一属一種ともい

される世界最大の消費財国際見本市「アンビ

うべきクラフトの価値を、国内は元より広く

エンテ」に出展し、海外への販路拡大に本格

世界に発信していく。
「一生に一つ」使い続け

的に舵を切った。この見本市で、当社の商品

る豊かさを通じて、人々の潤いある生活に貢

がフランス高級ブランドの目に留まり、以後継

献できる企業を目指すことを企業理念としな

続的に取引がはじまる。

がら、加工機の技術革新を行い、生産時に利

知財への取組
知財に関しては、現社長の冨岡浩樹氏が自

用できない部分として従来は廃棄されていた
端材を活用した新たな商品開発にも注力し、
需要開拓を進めていく意向である。

ら、自社の屋号に関する商標や製品のシリー
ズ名などを商標登録し権利保護につとめて
いる。過去、角館工芸協同組合が日本の伝
統工芸品として、
「桜皮細工」の商標登録を
したが、更新管理を失念し、商標権が消滅し
てしまった。そのため、
「角館工芸協同組合の
樺細工」として新たに商標登録した経験があ
る。現在は、弁理士とも協力しながら権利期
限の管理を厳格に実施できる体制を整え、
KAVERSシリーズの製品
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業界団体としても権利の保護に取組む。

冨岡商店香月（角館）

髙茂合名会社／ヤマモ味噌醤油醸造元

秋田県

所在地◦秋田県湯沢市岩崎字岩崎124／事業内容◦味噌･醤油醸造及び販売
WEB◦http://yamamo1867.com/／資本金◦150万円／従業員◦11名／設立年◦1867年

事業内容
ヤマモ味噌醤油醸造元 / 髙茂合名会社は、慶
応3年の1867年に創業した、秋田県南に位置する
湯沢市の味噌醤油の醸造蔵である。塩分控えめで
「あま塩」と呼ばれる甘口の醤油や「ヤマモ味噌」
などの各種味噌を販売している。
七代目である常務取締役の高橋泰氏は、2007
年に家業を継ぎ2012年から海外展開を開始、その
頃から自身で製品パッケージのリデザインやHPの
外国語対応などを進め、2013 年には蔵元の営み
全体のリブランディングにおいてグッドデザイン賞
を受賞している。現在ではインターネットの直販サ
イトを構築するなど、国内外で個人に対する直接
販売が売上高の大半を占める。海外での取引を進
めていく中で体験型消費の重要性を実感し、2015
年から創業当初の建物の意図をくみ取りながら蔵
の整備や改築を行い、庭園やカフェ、ギャラリーな
どのコンテンツを積層させ、それらを巡るファクト
リーツアーを開始した。海外への展開と受入の両
方を進める味噌醤油の蔵元は、国内でも珍しく高
く評価されている。

知財への取組／外国出願背景
2011年の東日本大震災以降、秋田県内におい
て海外展開を積極的に支援する動きがあり、国内
消費の頭打ちと世界へ挑戦したいという開拓者精
神から海外展開に踏み切った。ビジネスにおける

伝統食の分野で
意匠力を生かし

商標の外国出願の必要性に関しては、
（独）日本
貿易振興機構のセミナー等で認識をしており、事
業展開に合わせて、
（公財）あきた企業活性化セン
ターを窓口に、平成27年度に当補助金を利用し、
欧州に屋号ロゴの商標を出願した。
当社の海外戦略は、海外に進出するのではな
く、外国人観光客を地元の秋田県湯沢市に招き入
れる、インバウンド誘致をめざすもの。これは、髙
橋氏の「日本の文化的価値を正しく伝えるために
はモノの消費だけではなくコトの消費が重要」と
の考え方が大きい。外国人観光客をターゲットと
した、自社の蔵や工場の見学ツアーを企画。また
地域の文化や街並み、歴史的な建築物の魅力を生
かしリノベーションされた宿泊施設の整備も進め、
さまざまな国、地域から旅行者が訪れている。

地元にインバウンド
誘致をめざす事例

外国出願による事業効果
ホームページでは、英語でも蔵の歴史や商品を
紹介し、海外の売り上げも順調に伸びているが、
外国出願により商標の権利が保護されているた
め、安心して積極的な展開を実施できている。
一方、国内においても、
「過去から継続する価値
だけではなく、現在進行形でも価値を創る」という
信念をもち、業界内での横断的なノウハウや技術
の活用･共有による新しい商品の企画･開発にも注
進していく。

七代目

商
標

屋号デザインの商標（27年度）

メディカルフォトニクス株式会社
所在地◦北海道札幌市北区北21条西12コラボ北海道Aルーム／事業内容◦医療機器および健康管理機器の研究、開
発、製造、販売／WEB◦https://med-photo.co.jp/／資本金◦6,965万円／従業員◦10名／設立年◦2015年

事業内容
メディカルフォトニクス株式会社は、医療機器お
よび健康管理機器の研究、開発、製造、販売を行
う北海道の企業である。
設立は2015年、起業から5年に満たないスター
トアップ企業で、北海道大学構内に本社を設置し
ており、同大が2016 年 4月に制定した「北大発ベ
ンチャー認定制度」の第1号として同年6月に認定
されている。
長年にわたり生体内の光散乱理論を基盤に、生
体の光透視技術などを手がけている、清水孝一
教授の研究成果を活かして、代表取締役CEOの
飯永一也氏が、LED光を使い血液の飲食の影響に
よる「にごり」を計測することで、従来のように針を
刺さずに静脈血を測定する、非侵襲型の検査機器
「キャライド」を開発し、2020年1月から販売を開
始した。従来の針を使用する血液検査は痛みをと
もない、また血圧や体重のよう日常的に自宅で測
定することは難しい。しかし、
「キャライド」は、小
型で機器を腕にのせるだけで、センサーが静脈を
探し「光で脂質を測る」ことを可能とした。また、
食前食後など時間を問わず測定できるため、病院
に行かずとも手軽に血液の状態を知ることがで
き、アプリと連携することで履歴を残し、持病の管
理や病気の予兆に期待ができる。

知財への取組
飯永氏は、ワクチンや各種検査試薬を製造する

北海道

北海道大学発ベンチャーの
スタートアップ企業
医療機器の特許出願事例

企業を経て、社会人学生として大学院に入学し、
MOT（技術経営）を取得。その際、知財の講義を
受け、その考え方や実態にふれ興味を持ち、その
重要性も認識した。
「知財が好きなんですよ、知財
と相性がいい」と飯永氏。その言葉どおり、研究員
を経て起業した際、権利保護のため特許や商標等
の出願を行うなど、設立当初から知財に関しては高
い意識を持ち、権利化を積極的に行っている。
「キャライド」に使われている技術は、
「血中脂質
濃度計測装置及びその作動方法」として2016 年
に出願された特許技術を利用しており、製品化に
はクラウドファンディングで約 540万円を集め販
売にこぎつけた。

代表取締役

外国出願背景／外国出願による事業効果
当社の製品は、家電よりも詳細かつ精度の高い
測定が可能な機器として、医療機器と家電の隙間
を埋める立ち位置にあり、健康志向のユーザーの
需要は高いと思われる。また、海外の医療関係業
界は裾野が広く、市場として魅力的であり、特許の
優先権の移行期間内に、製品のベースとなる3つ
の関連特許について、当補助金を利用し、平成28
年度～平成 30年度に欧州、米国、中国、韓国、台
湾に出願した。
現在は国内で、独自のプロモーション活動や、
直接販売を実施して、実績を積み上げる段階であ
るが、将来的には大手企業とのアライアンスも視
野に入れ取り組んでいきたい。

髙橋泰氏

飯永一也氏

支援案件の技術が使われている 「キャライド」

特
許

体調管理装置及びその方法（28年度、30年度）
血中脂質濃度計測装置及びその作動方法（28、30年度）
脂質計測装置及びその方法（29年度）
体調管理装置及びその方法（28年度）
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武蔵オイルシール工業株式会社

東京都

模倣品対策で

商品パッケージを

意匠権で保護する事例

所在地◦東京都港区六本木5-11-29
事業内容◦オイルシール、
シールキャップ、油圧機
器パッキング、
その他工業用ゴム製
品の製造販売
W E B ◦http://www.musashi-os.co.jp/
資本金◦6,200万円
従業員◦290名
設立年◦1953年

代表取締役

武藤正弘氏

意
匠

製品パッケージ（29年度）

商
標

社名図形ロゴ（29、30年度）
MUSASH（30年度）
社名図形ロゴ（30年度）

事業内容
武蔵オイルシール工業株式会社は、自動
車用及び産業機械用の各種オイルシールの
製造業を営んでいる東京都の企業である。
取扱製品は、社名にも冠しているオイル
シールのほか、Oリング･Mリング･オイルレベル
ゲージ･シールキャップ･油圧パッキング･
工業用ゴム製品である。
オイルシールとは、各種産業機械の回転
部分に使用され、内部からの潤滑油を主とす
る液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物
の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多
く使用されている密封装置のことである。し
かし、なかなか表面には出てこないため一般
的な知名度は決して高くないものの、自動車
やいろいろな産業機械の回転部分に利用さ
れる、無くてはならない重要な部品である。
当社は、1948年、創業者の武藤正男氏が
自動車補修部品の販売を始めたことに端を
発し、
「世界に通じる確かな品質」を合言葉
に、数千種類にも及ぶオイルシールの量産体
制を確立した。自動車分野で中古車から新
車まで幅広い車種に対応した製品の品揃え
の背景には、いわゆる自動車メーカーと新車
の純正部品を作り上げるビジネスモデルでは
なく、
「補修部品」というニッチな分野をター
ゲットにしたことがある。
海外では、日本製の中古車ニーズが高い
が、日本のように正規ディラーによる純正部
品で補修という習慣は多くなく、修理工場の
修理工から取替部品（補修部品）を教えて
もらい、自動車オーナーが買い求めて修理
してもらうことが多いとのこと。そこで、高品
質でいろいろな種類の製品を持つ当社製品
が支持され知名度も上がり、現在では、商
社経由で東南アジア地域のほか、中南米、
中東地域など70か国以上に輸出している。
海外市場での売上も全体の約20％を占める。

知財への取組
創業当初より顧客の要望に応えるための
行動や、品質に対するこだわりには強い思い
入れがあった一方、知財に対しては業界全体
や社内に必ずしも十分な考え方が整っている
状況ではなかった。
このような状況下で、海外営業担当者が
窓口商社に同行し、海外市場のニーズ調査
や販路開拓を行う過程で、
「M U S A S H I 」
ブランドの悪質な模倣品の販売や、他者によ
る冒認出願がされていることが判明した。
当社の現地の販売店から権利侵害への対
応について強い要請を受け、
「知財」に対す
る意識を持つようになった。
現在では、販売国への販売形態に合わせ
た商標出願だけではなく、より強い権利侵害
対策として「製品パッケージを意匠」として出
願している。
また、
「MUSASHI 」ブランドを意識した
事業展開を実施していくにあたり、社内の知
財状況の整備も行っている。
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製品パッケージのデザインの一新を機に、
意匠での権利化をすることで模倣品への抑
止力を高める一方、旧製品パッケージのデザ
インの模倣品に対しては、意匠で権利を得る
ことはできないため、立体商標で模倣品に対
抗することを考えている。

外国出願背景
前述の通り、2000 年頃からアジア、中近
東などで模倣品が横行し、品質基準を充足
していない模倣品の流通により被る風評も含
めた被害のほか、現地の販売店にとっても販
売機会を失うなど大きな損失が発生してい
た。
そのような権利侵害への対策に苦慮して
いる時、日本自動車部品工業会のセミナーで
特許庁の『中小企業侵害対策支援事業』を
知り、平成29年度から支援を受け対策を実
施している。
このような対策を実施しながらも、本来、
正規品の製造メーカーであるにもかかわら
ず、権利侵害への対策になぜ多くの費用と時
間をかけなければいけないのかという思い
は常にあった。冒認商標を登録されてしまえ
ば、これを取り消すために、さらに大きな費用
と時間を要する経験から、
「事前」に知財対
策を適切に実施する必要性を痛感し、積極
的な出願へ舵を切った。
当社の海外展開は70か国以上に及んでい
るため、各国別の売上状況を分析し、売上高
の高い地域、また今後売上高の伸長が期待
される有望な地域を中心に外国出願を実施
しているが、多額の経費を要する。
そこで、当補助金を利用して平成 29年度
に「パッケージの意匠」を欧州、エジプト、シ
ンガポール等へ、
「商品のブランドロゴの商
標」をエクアドル、ボリビア、コスタリカ、メキ
シコ、ベネズエラに出願したことから始まり、
翌平成30年度には、社名商標「MUSASHI」
をベースに、出願国の販売実態に合わせた商
標をカザフスタン、ペルー、ホンジュラス、ド
ミニカ共和国等に出願した。

外国出願による事業効果
海外の補修市場への出願であるために、
海外知財担当者と国内代理人の江崎特許事
務所とで常に積極的に対話を重ね、悪意の
第三者の冒認商標登録を未然に防ぐために、
「ダメモトで出願してみる」の精神で挑戦を
しており、これが功を奏して権利化も徐々に
進んでいる。
知財の権利化が、ブランド力の向上や侵害
対策を行うためにも必要であり、また当社の
製品を扱う販売代理店やエンドユーザーの
信頼を維持していくためにも重要であるとい
う方針は、代表取締役社長である武藤正弘氏
の知財に対する理解に依る部分が大きい。
また、知財に対する意識や考え方を醸成
する面で大いに役立っているため、今後も継
続して外国出願を実施していく考えである。

株式会社しちだ･教育研究所

七田眞氏が幼児教育の研究を始めてか
ら60年余りの間、試行錯誤と研究開発を
絶え間なく続け、独自の理論、ノウハウを
構築してきた。しかし一方で、教育分野と
いう業界であることもあり知財の保護に関
する整備は進んでいなかった。
しかし、海外展開を本格的に進めるに
あたり、法務、知財関係でも足元を掬われ
かねない状況もあり、知財を取り扱う部

外国出願背景
急激な経済成長に伴い、今まで以上に
教育が重要視される東南アジア地域に狙
いを定め、海外への販路を広げていくな
か、進出先で「七田式」などに類似する商
標が先願で出されるケースも発生してき
た。また当社の一番の財産である教育ノ
ウハウが流出する事態を防ぐためにも、海
外においても商標出願を行うこととした。
（公財）しまね産
平成 28 年度からは、
業振興財団を窓口に、当補助金を利用
し、
「SHICHIDA 」や社名の図形商標や
メソッド名を、シンガポール、
マレーシア、
ベトナム、米国、インドネシア、オーストラ
リアなど進出国に出願し、登録も進んで
いる。今後も、知財の重要性を理解し、出
願にはある程度の費用を要するものの、
権利侵害を防ぐため、補助金なども活用
し、権利保護を実施していく。

所在地◦島根県江津市江津町526-1
事業内容◦ 主に幼児や小学生を対象とした教材
の制作や教室運営サポート、通信教
育サービスの提供
W E B ◦https://www.shichida.co.jp/
資本金◦2,000万円
従業員◦70人
設立年◦1978年

代表取締役

外国出願による事業効果
日本国内以上に知財の保護には慎重に
なる必要があり、補助金も活用して外国出
願を行っているが、特に中国においては、
事業展開の際に権利を保有しているかど
うかの証明を求められるケースが多く、外
国出願を行っていることでビジネス展開
が非常にスムーズに進んでいる。また、特
に教育分野は表面的な部分のみをなぞる
ような類似品や、質の高くないサービスが
広がるケースも懸念されるが、権利が保護
されているため、事業展開の際の安心感
にもつながっている。
創業者七田眞氏の精神を引き継ぎ、地
球規模での教育の普遍性を高めるべく、
今後も日本国内のみならず、積極的に海
外展開も実施していく方針である。現在、
海外展開は東南アジア地域のほか米国、
カナダ、オーストラリアおよびヨーロッパに
まで及んでいるが、南米やロシア地域への
進出も計画している。しかし新たな地域へ
の進出においては、進出先の地域ごとに、
知財に対する考え方や権利保護の方法が
異なるため、知財の関係行政機関や島根
県、弁理士とも連携しながら展開していく
意向である。

教育産業の分野の

知財への取組

署や担当者の設置などを実施し、先代の
教え子であり、七田式教室の卒業生でもあ
る、上席執行役員山﨑氏と、法務財務マネ
ジャーの松本氏が知財の管理に当たる。
現在、国内では、社名の「しちだ」や「七
田式」、当社のキャラクター「しちだっく」
関連の商標の権利化を進めている。
合わせて、知財に関わる国の関係機関
や島根県、また弁理士とのパイプも構築
し、海外展開も含めた知財戦略を練るこ
とが可能な体制を整えた。

海外展開における

株式会社しちだ･教育研究所は、
「七田
式教育」として独自の理論に基づく教育を
行う教室を運営するほか、これらの教材
の制作･販売も行っている島根県の企業で
ある。
公共交通機関を使うと東京から一番遠
い場所であるという「江津市」。この町で
生まれた七田式教育とは、創業者である
七田眞氏が考案した七田式教育理論に
基づく独自の教育法で、同理論は幼児か
ら中学生までを対象とした右脳の働きを
活性化させ、かつ右脳と左脳のバランスを
図っていくもので、教育分野で競合する他
社の教育法とは一線を画している。
「認めて ほめて 愛して育てる」をキー
ワードに、いわゆる学力テストの点数を伸
ばすためにといった、目先の結果を求める
ものではなく、子どもの無限の可能性を活
かしつつ、人の役に立つ、立派な人間にな
るといった、高い志を育てることを目標と
しており、何よりも心を大切にする教育を
目指しているという。
0歳から6歳までの幼児教育用教材や小
学生までを対象とした教育や教材開発と
販売が中心ではあるが、現在では、胎教か
らはじまりシニア世代までサポートし、生
涯学習や脳活性化などを目的としたシニ
ア向けのプログラムの提供で、介護施設
などの職員に教材を使って教育を実施す
るケースもある。
人口減少や少子高齢化が進んでおり、
幼児教育のみならず日本国内での市場は
縮小傾向にある。このため2000年の台湾
進出を皮切りに、シンガポール、
マレーシア
などのアジア地域を中心に北米、ヨーロッ
パを含め現在では18の国、地域に進出。
世界の七田式教室のオーナーと講師
は、日本本社が江津市や現地で実施す
る講習や研修を受け、認定された指導者
が、その地域の言語や文化に沿った教材
を使って、七田式を実践するもの。また七
田式指導者として認定後も、定期的な指
導チェックや勉強会を通じ質の高い指導
を目指す。
これらの取組で、海外では順調に業容
が拡大しており、生徒数は国内2万人に対
して海外は5万人を数えるまでになった。

商標権の事例

事業内容

島根県

商
願

七田厚氏

『Hado Reading』の商標（29年度）
『SHICHIDA 』の商標（28年度）

社名マークの商標
（28、29年度）

しちだっくの商願
（31年度）
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