
四国地域知的財産コンサルティング事業 

ケーススタディ集

～知財に関わる課題解決支援により、企業の成長に寄与する～ 

～知財経営導入の参考に～
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（1） 現状の分析 ～課題と改善策～（Ａ社の事例）

当社は、各種のネットワークシステム開発、製作等に携わる企業。 
『特許やノウハウ取得について、社員のやる気を引き出すにはどうしたらよいか』という命題に
対し、当社ではソフト開発に従事する技術部門の社員と営業部門の社員の間に橋渡しが必要と認
識し、これまでにも専門家を招聘し、技術および営業部門の社員を対象に、講義形式で知財に関
する初歩的な知識の習得に努めてきた。 

職務発明・業務発明を会社が承継し、技術の戦力化を目指すため、発明報奨金制度を制定して
いるが、その制度についての認識が薄く、直近の届出者は特定の者に固定化するなど、職務発
明・業務発明の届出が活発でない点が課題であった。 

社内において、発明を届出しやすい環境改善、制度改善が必要であると認識し、当社の現状の
制度の分析、今後の取り組み方針等について知財専門家によるコンサルティングを受け、知財担
当窓口が社員の意識向上を図っていくこととした。 

（2） 専門家による知財コンサルティングのポイント

①『社内発明』を引き出すインセンティブの与え方 

戦力になる技術を知的財産として蓄積していくには、多くの社員が活発に提案できる環境が求
められる。そのためには、届出に関するインセンティブが必要となる。インセンティブの与え方
により、会社が求めている発明が見えてくる。会社として、どのようなものを評価するかを伝え
発明の届出を促す。例えば、売上への寄与率の高いものを評価する（売上貢献度）。市場環境が
変わるとインセンティブの評価も変わるため、発明評価のインセンティブは企業によっては毎年
見直しすることもある。 

なお、特許出願、ノウハウによる秘匿のいずれの発明、技術も会社承継する。そこで、対価の
支払いの説明がつくよう報奨金の対象にノウハウも含めることが肝要であることを指導した。 

②社内発明の目利き役 ～社内提案を受け、提案意図のヒアリングからノウハウ発掘～ 

発明等の届出窓口担当は、届出を受けて提案者に面談ヒアリングを実施し、すでにある技術や
ノウハウと何が異なるのか等を明確にする。次にネット等で調査し、提案の特徴を確認する。差
別化できれば、自社の知的財産として指定する。いわば、社内発明の目利き役を果たすのが、発明
等の届出窓口担当者である。目利き役には、相当の経験が必要となる。こうして発掘されノウハ
ウ・技術として指定された提案者に、企業がインセンティブを与える。ノウハウ・技術は、小さな
ところに潜んでおり、価値は、掘り出さないと出てこないものであるということを理解させ、体制
づくりを指導した。

課題の分野 ノウハウの発掘

．社員の発明のモチベーションの向上【支援テーマ：知財戦略】
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２．当社の強みは何かを見極める調査【支援テーマ：知財戦略】

（1） 現状の分析 ～課題と改善策～（Ｂ社の事例）

当社は、機械加工を専門とする企業。 
これまで、永きにわたり多様化するユーザーの要求に応えて、高精度の部品製作に取組み、ユ

ーザーの信頼を獲得してきた。しかし、今後、当社の売上を伸ばすには、新市場の開拓、あるい
は新製品の開発が不可欠であると考えた。 

そのため、自社の技術をアピールし新規顧客等と共同開発ができるような案件を見出すなどの
方法について指導を受けるため、専門家の派遣を受けることにした。 

専門家の提案した改善策は以下の(2)に挙げた２件。 
社内において、発明を出しやすい環境改善・制度改善が必要であると認識し、当社の現状の制

度の分析、今後の取り組み方針等について知財専門家によるコンサルティングを受け、知財担当
窓口が社員の意識向上を図ることとした。 

（2） 専門家による知財コンサルティングのポイント

①「自社の強みは何か」を見極めるための調査 ～当社の優位性、競争力は何か～ 

公知技術であるが、お客さまが知らないことを知っている。これらも、“ノウハウ”。ここに当
社が保有する知財があり、売りものになる。うまくすれば、相手との提携にも発展する。 

強みと思われる技術等を持っていないとビジネス展開は難しい。まず、検討プロジェクトチーム
を立ち上げ、実績のある技術を利用できそうな分野等について調査を進めた。他社と比較した当社
の優位性、差別化を図れる技術力の抽出を行った。このうち、実現が近く市場規模のある案件に
ついて調査の深堀を行い、ビジネスモデルの構築に繋げていく手法について指導した。 

②“対外的なアピール”を言葉に、新事業の愛称募集 ～賞金付き社内コンテスト～ 

新事業を展開し、新規顧客を掴まえ知名度と信用を得るために、対外的なアピールを行う必要
がある。 今回取り組んだ社員を対象にした新事業ついての愛称募集は、企業が新事業創出に向か
って、社員一丸となって進める上でのスパイスになるものである。新しいとの取り組みを始める
ことを社員に浸透させるためのアピールでもあり、共通認識の醸成になることを目指すよう指導
した。 

新事業の立ち上げは、 中・⻑期事業計画にも基づいたものであり、愛称募集は、会社の将来の
計画に相応しい姿を自分たちで考え、提案してもらいたいとするものである。 

課題の分野 自社の強みと独自技術 
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３．アジアの模倣品に現地法人と巧妙な対策を講じる【支援テーマ：知財戦略】

（1） 現状の分析 ～課題と改善策～（Ｃ社の事例）

同社は、建築製品の技術開発、製造、施工、販売メーカーで、関西以西および海外展

開を推進する企業。相談のあった時点では、おもにアジア進出し、ベトナム（現地法人

あり）・マレーシア・台湾・中国で模倣品が急増し、その対策に頭を悩ましていた。外国出

願で特許は申請したが、今後は意匠の申請も検討が必要と考えていた。 

また、海外資本企業がアジアに進出し、同社の技術供与を求めてきていた。こうした海外

の競合企業が乱立するなか、同社の海外展開における知財戦略について、知財専門家によ

るコンサルティングを受けることとした。 

（2） 専門家による知財コンサルティングのポイント

① 品質保証戦略とブランドの組み合わせが有効である 

ブランドマークを使うことにより、品質保証のブランドの証 (ライセンスの証)と

する。今後、原材料を使い他社で作られる商品に対し、ブランドマークのライセンス

を組み合わせて品質コントロー ルを行うことにより、コピー品の蔓延防止を図る。

万一、意に沿わない品質や代替品原材料を使うことが明らかになれば、ライセンスを

はく奪する等の対策を講じることが可能となる。 

②知財の囲い込みは名称(商標)だけではなく、デ ザインそのものも意匠登録すべき 

商標権で区別されるのは「デザイン」ではなく、商品やサービスの区別の「目印」で

あり、一方、意匠権では、製品の「デザイン」が保護の対象となる。 

③アジアにおける模倣品対策について 

コピー商品を扱わせない特約店契約を締結するなどで、縛りをかけると同時に、すで

に海外において 10 年超に亘る販売実績がある同社の海外現地法人のブランドを活用した

り、業界団体のメンバーを増やすなど、組織で対応することが効果的と思われる。 

意匠についても、現地法人が損害を受けた際に権利行使できるように、現地法人から

ハーグ協定による国際出願等をしておく手段がある。

課題の分野 経営方針、知財戦略
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 ４．当社の強みは何かを見極める調査【支援テーマ：知財戦略】

（1） 現状の分析 ～課題と改善策～（Ｄ社の事例）

同社は、縫製品製造販売を手掛ける事業者。 

これまで、永きにわたり、多様化するユーザーの要求に応えて、高精度の製品製作に

取組み、海外における買収を通じて、事業展開に成功し、ユーザーの信頼を築いてき

た。さらに、同社は二大事業柱を有し、他方のアジアでの販売拡大を目指した総合的な

知財戦略の相談のため、専門家の派遣を実施した。 

専門家による改善策は、以下の三つ。 

（2） 専門家による知財コンサルティングのポイント

①企業としてトータルなブランドの権利取得の戦略が必要 

「商標は取引がないと取り消されないのか」の企業側の質問に対し、ブランドを使う

から取るのではなく、まず権利確保の前提で、企業としてトータルなブランドの権利化

戦略を検討し、実績をつくることが必要である。国によりルールが異なるので、留意が

必要となる。競合があれば、消えることもある。中国企業が欧州で取ることもある。国

際登録制度 1を活用することにより、低コストでの登録が可能であり、費用対効果で、

対抗が居る国は、押えておきたいところである。 

②ブランドの海外展開のマネジメントをどこに置くかは、会社のポリシー 

会社名＝コーポレートブランドであり、すでに当社は、海外でブランドの知名度があ

がっているのに、現在、ブランドがバラバラになっている。ブランドのマネジメントを

どこに集中させて、国内・海外展開させるかのポリシーを検討の上、仕掛けを考えるこ

とが重要である。 

③ブランドの価値向上を検討する“ブランドマネジャー”の必要性を説く 

ブランドは、相手にとりデザインだけでなく、保証の意味も持つ。これから品質保

証が出てくる時代であり、選ばれるブランドになって欲しい。“ブランドマネジャ

ー”は、当社ブランドなどの価値向上を考え、国内・国際展開を推進する人のイメー

ジである。

当社にとり新たな攻めであり、遡及効果を期待する。二本目の事業商品の海外展開

において、見えるブランド、価値を意識し、社内体制面で現在、当社に欠けているブ

ランド・マネジメントのポリシーを取締役会で検討する動議が、出席役員から提案さ

れ、専門家による知財戦略コンサルティングの成果に対する大きな前進となった。 

1 マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度

課題の分野 経営方針、ブランド
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５．ノウハウは、発明の評価対象である【支援テーマ：知財戦略、知財管理】

（1） 現状の分析 ～課題と改善策～（Ｅ社の事例）

当社は、産業素材メーカーで、四国内拠点で販売する企業。商材を四国内でしか販売できない
という課題があったが、その後、地域に限定されず国内外にも展開が可能な新事業を開拓してき
た。或る特性を持った材料を活用する事業の展開に取り組み、多くの発明・発見を行ってきた
が、その発明には製造ノウハウが多く含まれるため、特許出願しない経営方針に立っている。 

ところが、他社では特許出願により発明者が評価されるところを、当社ではノウハウ発明者は
評価されていないという現実が浮き彫りになってきた。職務発明における課題である。また一
方、過去に他社との共同研究において、知財に関する知識不足から自社の権利を主張できなかっ
たという経験もあった。当社は今後も発明をノウハウとして秘匿することが多いと予想されるた
め、ノウハウ発明者が評価される仕組みづくりと、あわせて共同研究におけるノウハウの管理体
制づくりが急務であると認識した。 

そこで、当社の制度面の現状分析や今後の取り組み方等について知財専門家のコンサルティン
グを受けることにより、関連部門の社員の発明に対する貢献度の評価に向け、ノウハウの評価、
管理方法の検討を開始したところである。 

（2） 専門家による知財コンサルティングのポイント

①ノウハウは、発明の評価対象である 

当社は「知財コンサルティング」を受けるまで、ノウハウも発明評価の対象となりうることを
知らなかった。専門家から知財と発明の評価についてのアドバイスを受けたことを契機に、当社
のビジネスモデルに合わせた発明評価の仕組みの欠如を認識した。 

これに対応すべく、担当部署のメンバーが一般の特許評価や管理方法を調査し、その上で当社
におけるノウハウの評価・管理方法に関する提案をまとめた。完成前のアイデアも記録する発明
届出書の作成等について専門家の指導を得てさらに内容を精査し、「ノウハウの評価・管理方
法」のプロトタイプを作成したところである。 

②共同研究 特許法第74条 発明者の取戻請求権 

複数の大学や企業が共同して技術・製品の開発を行うケースが増えている。当社にも、共同研
究案件が持ち込まれる事例があった。当社は特許化せずノウハウ保持する方針に立っているた
め、どこまで公開しどのように表現をするのか、ノウハウをどのように扱うのか等、個々の事例
に沿って専門家アドバイスを受けて検討することを推奨した。 

今回、具体的な案件について、特許法第 74 条（発明者の取戻請求権）についてのアドバイスも
行ったが、当社にとって、共同研究に当たってノウハウ保持の方針を採る場合の留意点等を習得
することができた。 

課題 ノウハウの評価
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 ６．当社の知的財産権の評価価値を見極める調査【支援テーマ：知財管理】

（1） 現状の分析 ～課題の抽出と評価～（Ｆ社の事例）

同社は、食品加工専門の事業者。 

同社では、社長が保有する食品の成分抽出技術に関して、ライセンスする際の契約方

法や、活用が見込まれそうな先への知財のアピール方法を模索している。また、保有す

る知財が、他社の技術に比べて優位性があるのか、今後の経営戦略を決定する中で確認

しておきたい要望があった。 

さらに、同社の業況等のモニタリングには、メインバンクの審査部も深く関わってお

り、推薦銀行からは知財金融の観点からも、知財を通した定性面の把握を行いたい要望

があった。同社には後継者がいないことが課題であり、社長も高齢のため、現在の同社

の技術評価を明らかにするため、専門家の派遣を実施した。 

専門家によるアドバイスは、以下の二つ。 

（2） 専門家による知財コンサルティングのポイント

①ブランドがもたらす価値は、まずは、使ってもらうことから始まる 

同社社長との面談を通じて得た情報も踏まえて、商用データベースを活用して、専

門家が保有する知的財産権を調査し、特定の知財の所在を確認した。さらに、保有し

ている商標の活用状況を確認したが、現在、活発な利用がされていない状況であっ

た。 

ブランドがもたらす価値は、まずは、使ってもらうことから始まる。商標を保有す

るだけでは、企業のブランド価値は高まらない。 

保有している商標の「利用用途」を広げて欲しい。 

②中小企業の知財保有による価値評価は、金融機関による企業投資判断に有効に働く 

本事業では、金融機関からの紹介企業へ往訪コンサルティングを実施した。企業

側の知的財産権の存在確認のため、金融機関同行のもと、当該知財権の保有者から

関連情報を聴取するヒアリング調査を実施した。その後、専門家側にて、知的財産

に係わる優位性・価値評価について調査・分析を実施の上、専門家から金融機関の

支店長へ、同社が保有する知的財産権に関する価値評価結果を報告した。 

結果は、他の調査機関から提示されていた価値評価とは、大分乖離のあることが

判明した。本事業は、金融機関にとり、当該企業の知的財産権の真価を知る機会と

なったと認識する。金融機関にとり、こうした知的財産の価値評価の真価の確認

が、当該中小企業への投資等にも大いに関連することが共有できれば幸いである。

本事業への参加により、専門家による知的財産権の真価の判断、調査アプローチ過

程を知れ、有益であったと思料する。 

課題の分野 企業価値評価
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７．下請け企業からの脱却、新事業と海外展開中【支援テーマ：知財戦略】  

（1） 現状の分析 ～課題と改善策～（Ｇ社の事例）

同社は、電子部品等の開発、製造、販売に携わるグローバル企業。 

同社の知財管理に関し、外部からの視点で問題がないかの確認、改善方法など総合的なア

ドバイスを期待された。総合的な知財戦略の指導を受けるため、専門家の派遣を実施し

た。専門家による主なアドバイス三つは、以下の通り。 

（2） 専門家による知財コンサルティングのポイント

① 無形のブランド、アイデンティティの価値評価 ～同社の強みを顕在化～

異なる国文化・人と組合せ、興味をもってもらうコミュニケーションが大事とな

る。事業の視野が世界に広がり、商品への信用の点で、現状と今後の展開を踏まえる

と、無形であるがブランドを持つことが最も価値があると考える。 

進出国での取組みは、一つのアイデンティティ、従業員に同国籍の従業員がいるこ

とは、同国社会への貢献でもある。 

アジアでの事業展開と並行して、社長は足しげに現地の従業員との接点を大事に

し、現地法人の将来の経営予備軍の育成にも余念がない。こうした成果として、進出

国の従業員は、同社の事業展開・海外展開の上で替えがたい人的資源となっている。 

② 企業価値を高めるためのブランド提案 

同社は、創業時の下請け事業から、現在では、海外展開を含めて活動のステージが

すっかり変わってきた。「同社名（ローマ字表記）」の名前が海外進出により知れる

チャンスが増えてきている。

ここに、企業価値を高めるために、同社のブランド提案を行った。今後、製品、

部品に名前を表示するなどの活用を検討するとよい。上記に示した同社の海外での活

動の強みをさらに助長するため、ノウハウ部分に、ブランドのイメージを創った方

がよい。 

③ 知財関連の部署従業員が参加して、ノウハウ管理のミニ講座を開催 

今回のコンサルティング指導の一環として、同社の新事業開発部におけるノウ

ハウ管理の実態把握と指導を短時間で実施した。最終回に、知財関係部署のマネ

ジャー、開発担当者、社長出席の上で意見交換の場で情報共有できたことに意義

があった。 

課題の分野 経営方針、ブランド
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 ８．地域ブランド化を核にした地域活性化【支援テーマ：知財戦略】 

（1） 現状の分析 ～課題と改善策～（Ｈ自治体の事例）

同自治体の管轄域内では、地域産品を原料として事業化展開を行う事業者や地域産品

の生産者組合がそれぞれ地域産品の事業展開を推進し、自治体や組合では、定期的に部

ブランディングや事業展開について会合を行ってきていた。最近、組合ではブランドマ

ークの使用規程や、品質基準を策定済みであるものの、ブランドマークの商標出願は未

対応であるなど知財戦略が全くできていなかった。 

地域を超えて、飲食・物販、流通、加工製造領域において、それぞれに事業展開を手掛け

て、地域産品の販路開拓を果敢に取り組む複数の若手人材が揃っていた。逸材が揃っている

にも拘わらず、首都圏での知名度は、今一つであった。

そこで、地域産品を発信する場合の知財戦略の指導を受けるため、専門家の派遣を実

施した。専門家による改善策は、以下の二つ。 

（2） 専門家による知財コンサルティングのポイント

①「地域産品を知ってもらうことが大事」の意識醸成 ～ロゴは人を惹きつける効果あり～ 

同地域には、地域産品を中心とした地域ブランディングを行う上で、多くの旗印となり

うる商材や取り組みがある。一方、消費者に十分認知されていないことが課題であった。

地域産品は、優位性を強調するがために、加工工程を特定するなど範囲を狭くすること

により、価値が出なくなる。リピーターに提供できないと商売に使えなくなる。 

地域産品の加工企画、小売店舗展開を手掛ける仕掛け人、事業プランナー、生産

者、加工販売業者、販売・サービス提供者、デザイナーなどを巻き込み、まず、仲間

づくりをしようと語りかけた。成果物として、ブランドのアイキャッチャーとして、

地元デザーナーの協力を得て地域産品名をアピールするチラシを制作。チラシに商標

も一緒に表示し、波及効果を狙っている。チラシは、地域関係者の連携、地域産品の

訴求力をもたらしてくれると期待する。 

②旗となる“グループ名”の提案 ～対外的なアピールを言葉に、地域連携を強調～ 

ブランドの特徴を表現し、旗のように誰からも見てもわかるようにしたい。会社で

言うと創業者マークであり、「わが社はこれで勝負する！」というメッセージを顧客

に向けて宣言する。地域産品に関連性を持たせて、首都圏、海外への一層の発信

を目指す。その際、地域の生産から加工、販売事業者間を束ねるグループ名で連

携することにより、地域一丸で取り組んでいることの印象が強まり、経済界、政

界等へのアピールもスムースとなり、共通認識の醸成になることを目指す。

課題の分野 地域連携と顧客への発信
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