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はじめに
 中小・中堅企業が事業を優位に展開していく際に重要となる要素の一つに「知的財産の活用」が挙げられます。これは、例えば
経営課題の解決のために知的財産活動を行うこと等（知財経営）を指していますが、いまだに経営の中の一要素として知的
財産活動を位置付けられている中小・中堅企業は少数です。また、積極的に知的財産活動を行っている中小・中堅企業であって
も、それが「経営課題を意識した活動」にはなっておらず、「特許権等の知的財産権を取得すること自体が目的」になっていることも
少なくないのが現状です。
 これまで知的財産を意識してこなかった企業は、「知的財産」というものを、「すごく難しく、非常に高度なもの」、「一部の先進的な
企業だけにしか関係がないもの」と捉えてしまうかもしれませんが、今やどのような業種・規模の企業であっても、自社の経営を効果
的に推進していくための重要な一要素として知的財産を捉える事が重要になってきています。
 この事例集では、関東経済産業局が実施した「知財経営導入支援事業」の中で、弁理士、中小企業診断士、専門コンサルタン
ト等の専門家のサポートを受け、知財経営の導入に取り組んだ11社の事例を掲載しています。
 知的財産に関連した活動にあまり取り組んだことがない方でも無理なく読んでいただけるように、可能な限り一般的な表現で簡潔
に記載しています。各事例の左半分は、「その企業がどのような経営・事業上の課題を抱えていて、それに対してどのような取組を
行い、どのような成果を得られたのか？」という流れの中で知的財産の観点でどのような取組を行ったのか、という点をあわせて記載
しています。右半分では、取組内容を具体的に記載するとともに、知財経営導入に取り組んだ企業のコメントを掲載しています。
 各事例については、企業の方に自社の取組の参考にしていただきたいのはもちろんのこと、地域の支援機関の方々にも、相談企業
に対して知財経営の紹介をしていただく最初のツールとして活用していただければ幸いです。

２

事例１：アシザワ・ファインテック株式会社（知財情報の部門間共有による開発力強化）

新製品開発

ブランディング

体制強化

販売力強化

 企業概要
業種

粉砕機・分散機（ビーズミル）をはじめとする産業用粉体機器の開発・製作・メンテナンス

住所

千葉県習志野市茜浜1-4-2

設立
（創業）

2002年12月
(1903年6月)

従業員数

131人

資本金

 知財経営導入の概要

知財に着目したマーケティングと開発の連携実践

取組

 新製品開発のプロセスにおいて、知財情報および非知財情
報をいかに活用していくか、その仕組み化が課題。

知財担当者と
マーケティング担
当の連携試行

URL

https://www.ashizawa.com/

 取組内容

経営・事業

課題

9,000万円

• 開発部門担当者による顧客ニーズを起点とした自社技術の強み、市場
動向、顧客ターゲットおよび顧客ニーズの関係を見える化、共有した。また、
企画部門担当者による市場展開設計について、目の前の顧客ニーズか
ら、市場の展開可能性について見える化して共有した。

知的財産

• スペック競争ではなく、顧客ニーズを起点として、顧
客ニーズを満たす製品を開発し販売することの重要
性に気づきを得、さらに、開発前の知財のマクロ分
析とその共有についても試行的に実施した。

 マーケティング情報およびマク
ロ知財情報の収集・分析
 顧客ニーズを踏まえた新製品
開発コンセプトの深耕

• 事業を進めるうえで必要な知財の権利化について再
精査する機会となり、必要な出願手続きについても
実施でき、知財権を事業に活かしていく視点につい
て深化させることができた。
 企業の声

成果

現場担当者の
成長、社員の知
財活用意識の
醸成

 顧客ニーズマップによる市場
分析とそれを踏まえた行動内
容の精査
 必要な知財活動を実施

専門家からの助言を踏まえ、得られた知財情報や市場情報をもとに、今後
の開発戦略を社内の複数部門で共有しつつ検討することができ、顧客ニー
ズ調査の重要性やその共有による製品開発の有効性を理解できました。
顧客ニーズの一貫性を組織的に確保するため、フォーマットを決めて文書化
したり開発フローを決めたりと、組織的な体制構築を伸長させたいと考えます。
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事例２：有限会社アネスト（取引先との関係強化に知財を有効活用）

新製品開発

ブランディング

体制強化

販売力強化

 企業概要
業種

製造業（食品包装容器の製造及び販売、日用雑貨品の製造及び販売、包装材料・梱包資材の製造及び販売）

住所

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町247

設立

2003年

従業員数

25人

資本金

 知財経営導入の概要

新商品の上市を契機とした自社ブランドの創出
 独自の技術・ノウハウの優位性について自己評価ができてい
ない。また、知財で「守りを固める」よりも、先行者利益を確
保するための準備が整っていなかった。

知的財産

取組

成果

商品に対する
認知度を
高めるための
戦略・戦術の
深化

新サービスの
事業戦略・研究
開発戦略の
方針を明確化

URL

http://www.anest.biz

 取組内容

経営・事業

課題

500万円

 競合他社の特許等を調査
 自社の強みにあたる要素に
ついて、特許、実用新案、意
匠、商標を組み合わせて武
器にするための方策を検討

 開発場面での知財のキキメを
意識した行動を実践
 協力企業に対する知財活用
を含む新規事業を提案

• 事業形態がいわゆる川中企業（Ｂ２Ｂ）の立ち位置（主）と、川下企
業（メーカー：Ｂ２Ｃ）の立ち位置（従）の両面を持っている。商標権を
保有しつつもブランド戦略（独自性の担保の答え）として知財を活用する
認識までには至っていなかった。
• 知財活動を通じて自社認知度向上、つまり
「ブランド化」を意識し、『機能カップであれば
アネスト』という立ち位置を目指す目的意識
を確立させ、事業×知財の効用として目指すべき
ゴールを共有した。
• 取引先との関係強化にも、知財を意識した
提案を行い、新たな反応を得て、新規案
件の獲得につながっている（取引先との商品
開発について知財をからめつつ着手）。
 企業の声
これまで、知財の説明を受けても、話は理解できるが、自社の問題として考
えることができませんでした。専門家との意見交換を通して、新たな気づきと
具体的なツール（J-Platpat）を獲得することができました。
検討対象となった３つの商品について、それぞれどのような知財対応が必要
かを理解することができ、かつ、当社としてのブランディングについても取り組む
ことの重要性について認識ができ、非常に有意義な機会となりました。
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事例３：株式会社コスミックエムイー（開発案件における業務プロセスの再構築）

新製品開発

ブランディング

体制強化

販売力強化

 企業概要
業種

製造業（医療機器の製造・開発・修理）

住所

埼玉県川口市芝下2-31-3

設立

1986年

従業員数

15人

資本金

 知財経営導入の概要

開発・製造業務で知財調査を行った経験が不足
 これまでの受託開発・製造業務では、知財戦略を検討する
ことはなく、自社で知財調査を実施することもなかったが、近
時受託案件毎の知財調査の必要性が増加。自社製品の
市場展開・拡大を進めており、知財に関する不安もある。

知的財産

取組

成果

開発中の製品
やその製造プロ
セスにおける知
財の考え方を整
理

知財の重要性
の認識、業務プ
ロセスの再構築

URL

http://www.cme.co.jp/

 取組内容

経営・事業

課題

1,000万円

 経営者の抱える悩みに対して
知財の観点から助言を行い、
知財戦略の重要性を訴求
 現在開発中の製品や受託
案件に関する知財の討議を
通じて知財的視点を整理
 開発・製造業務における知
財の重要性を認識
 今後は開発プロセスの中に知
財調査を取り込む工程を取り
入れた

• これまでの医療機器の受託開発・製造業務では知財調査を行った経験
がなかったが、顧客から知財検討を要求されるケースが出てきていることに
加えて、自社製品の市場展開・拡大に備えたいと考えていた。
• 毎回、先方から日々の業務に関連した知
財のトピックを提示してもらい、特許や出
願方法 、受 託契約等 の 基本的な レク
チャーを行った上で、トピックについて討議。
• 自社ビジネスに引き寄せて、知財を取得
する目的、事業に貢献する特許のつくり
方、開発プロセスにおける知財調査の進
め方等、実践的かつ具体的な内容の討
議を行い、案件毎の知財的視点を整理。
 企業の声
各回、知財に関する相談に乗ってもらう形式でお願いしましたが、知財専門
家はフレキシブルに対応してくれました。討議を通じて、自社の経営に引きつ
けて知財を捉えることで、知財の重要性を認識することができて良かったです。
終了後より、開発工程の中に「特許確認」の項目を追加して、まずは開発
工程に知財を組み込んでいます。自社ブランドの拡大を図るにあたっても、知
財が不可欠だということが分かり、非常に良い機会となりました。
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事例４：株式会社ジェー・ピー・イー（自社事業の特性に応じた知財活用法検討）

新製品開発

ブランディング

体制強化

販売力強化

 企業概要
業種

製造業（自動機械システムの設計・制作）

住所

長野県上田市富士山字鴻ノ巣2329-1

設立

1988年

従業員数

42人

資本金

 知財経営導入の概要

自社の事業領域とそれに応じた知財戦略の明確化
 主力の受注事業と自社の商品化事業の併存に適した知財
戦略検討が必要
 製品化を目指している技術分野の先行技術調査が必要
 経営陣の世代交代後も見据えた事業態様の転換を果たす
ためにも、知財経営を用いた商品化事業の推進が必要

知的財産

取組

自社事業の位
置づけ整理、先
行技術調査

 自社の事業領域と、それに応
じた知財活用法を整理
 先行技術調査を実施
 社員を対象とした知財に関す
るレクチャーを実施

成果

今後の事業展
開の方向性に
関する考え方を
明確化

URL

http://www.jpe2000.co.jp/company.html

 取組内容

経営・事業

課題

3,500万円

 知財活用の重要性が認識さ
れ、今後の取り組みの方向
性も明確化された

• 主力事業である受注設計・製作業務と、自社の商品化事業について、そ
れぞれ事業の立ち位置と知財活用の方法を整理（前者は知財の侵害リ
スクが少ない反面受注範囲が広範であり知財獲得が難しく、後者におい
ては収益サイクルの確立に合わせた知財獲得が重要となる）。
• 自社の商品化事業については、並行して実施した知財経営インターンシッ
プの取り組みも活用しながら先行技術調査を実施し、当該技術の独自
性を明確化。
• 社員を対象とした知財制度全般に関するレク
チャーや、知財に関する同社の疑問への回答等も
合わせて実施。

 企業の声
当社の事業内容は、OEM製品、オーダーメイド製品、自社開発生産に分か
れていますが、それぞれの事業の立ち位置や、今後の注力分野、それぞれの
事業での知財活用の考え方の違いなどを整理することができました。
また先行技術調査を通じて、自社開発製品として事業化を進めていた技術
の独自性についても明確にすることができました。頂いた助言を活用しながら
事業化、権利化を進めていきたいと考えています。
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事例５：SEMITEC株式会社（職務発明規定の改定）

新製品開発

ブランディング

体制強化

販売力強化

 企業概要
業種

製造業（各種センサ、サージアブソーバ、電流デバイス等）

住所

千葉工場：千葉県千葉市花見川区天戸町1319-1 （本社：〒130-8512 東京都墨田区錦糸1-7-7）

設立

1958年

従業員数

190人

資本金

7億6,747万円

 知財経営導入の概要

職務発明規定の改定

 改正特許法に対応するよう、
既存の職務発明規定を改定することが課題
 新規定を運用に向けた実施事項の洗い出しが課題

取組

新規定の検討と、
運用に向けた行
動計画の策定

http://www.semitec.co.jp/

 取組内容

経営・事業

課題

URL

• 改正特許法に準拠するよう、既存の職務発
明規定を改定するため、気を付けるべきポイン
トや、発明者報酬の算定根拠を整理・確認。
• 社内承認の手続プロセスを検討・整理。

知的財産

• 他社の職務発明規定について、他部署と連
携をしながらヒアリング調査を実施。トップの指
示があり、部門横断での対応が円滑に実現。

 客観的に合理性のある規定
内容の策定
 職務発明の報酬規定の見直
し･再構築

• 他社調査によって 、他社の職務発明 規 定
の概略や発明促進に繋がっている実態を理解
でき、合理的な職務発明規定の設計に貢献。

 企業の声

成果

新たな職務発
明規定の社内
承認

 知財の創造・開発を誘因す
る仕組みづくり
 部門横断で他社規定調査し
たことによる社内意識の向上

発明者報酬の算定の合理性を説明するための客観的資料や説明等のサ
ポートをして頂けて、大変助かりました。
新たな価値を創造･開発するということがビジネス上いかに大事なことで、その
ための誘因として発明者への適切な評価の仕組みを作ることが重要であると、
再確認することに繋がりました。
７

事例6：株式会社ダイワハイテックス（設計・開発業務における知財体制強化）

新製品開発

ブランディング

体制強化

販売力強化

 企業概要
業種

製造業（包装機械、包装資材、書店用関連備品、省力化機械等の開発・製造及び販売）

住所

東京都板橋区坂下1-34-27

設立

1978年

従業員数

59人

資本金

 知財経営導入の概要

新製品開発における知財的視点の整理及び体制強化
 製品開発や知財は社長と技術部長の２人のみで進めてき
たが、今後の新製品開発や新市場展開、事業承継等を見
据えて、社内全体の知財リテラシー向上による体制の強化が
必要

知的財産

取組

成果

新製品開発にお
ける知財保護の
ポイント・考え方
を整理

新商品立ち上げ
に関する知財
活動の強化

URL

http://www.daiwa-hi.co.jp/

 取組内容

経営・事業

課題

6,000万円

 現場社員との討議を通じて
知財リテラシー向上を支援
 同社新製品を題材に特許明
細書を作成し、保護の視点
や考え方を整理、再構築

 業務の中で知財を意識させ
るプロセスや仕組みを設計
 現場から新商品開発のアイデ
アや商標登録・ロゴアイデアに
関する提案が活発化

• これまで新製品のアイデア・構想や設計開発、知財化については、社長と
技術部長が中心となって行ってきたが、開発体制に比して開発スピードが
思うように上がっていない。
• また、事業化予定の新製品は、従前とは
異なる新市場であり、組織全体として製
品開発力や知財リテラシーを高めることが
急務になっていた。
• 現場社員を対象に知財に関する実践的
内容について講義を実施。また、新製品
を題材とした特許明細書の読み方や作
成について討議を行い、知財の重要性や
考え方、知財保護のポイントを整理。
 企業の声
参加した設計開発に従事する技術系メンバーの大半は、当初は知財に関
する知識がほとんどない状況であったため、研究開発と知財に関する考え方
の基本が身についた点は良かったです。
知財コンサル支援終了後、現場から商標登録の提案があり、ロゴも商標検
索をして考案を進めている様子であり、効果を実感し始めています。今後は、
今回参加したメンバーが社内勉強会を通じて広げていくことを期待しています。
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事例７：株式会社田原屋（自社開発（工場排水処理）装置・技術のポジショニング検討）

新製品開発

ブランディング

体制強化

販売力強化

 企業概要
業種

製造業（店頭広告物の企画・製造・販売）

住所

東京都台東区元浅草1-5-3

設立

1922年

従業員数

42人

資本金

 知財経営導入の概要

工場の排水処理技術に関する知見が不足
 工場の排水処理設備・技術への知見が不足しているが、環
境問題等、潜在的な事業継続リスクを含んでおり、知財調
査を通じて自社のポジションを客観的に捉えたい。

知的財産

取組

成果

関連技術におけ
る先行技術調
査

当該技術におけ
る自社ポジショ
ンを再確認

URL

http://www.taharaya.co.jp/index.html

 取組内容

経営・事業

課題

4,500万円

 排水処理プロセスの工程を整
理・分解し、コアとなる技術・
機能を検討
 類似分野における特許出願
や先行技術内容を調査

 特許出願が少ないニッチ分野
であり、自社のポジションが適
切であることを再確認
 関心の高い標準化に向けた
論点整理や準備を行った

• 工場の排水処理設備は、当初設備を設計した業者に頼りきりで当社に
技術的な知見がない。万一、他業界・他社等に比べて遅れた方法であり、
新たな環境規制等が制定された場合、事業が継続できなくなる潜在リス
クがあると感じていた。
• 特許の観点から排水処理関連の先行技術
調査を実施し、当社の排水処理設備のポジ
ションを客観的に整理。議論の中で出てきた
関連装置について、当該装置メーカーと意見
交換を行い、導入の可能性を検討。
• また、標準化について基本的なインプットを
行った上で、業界が潜在的に抱える課題解
決に役立てる方策等を検討。
 企業の声
コストセンターである工場排水処理技術について、少なくとも知財の面から当
社が採用している手法が、適切・妥当なものであることが客観的に分かったこ
とは良かったです。これまで知らなかった技術を知り、装置メーカーとのコネク
ションもでき、視野を広げることができました。
また、業界が潜在的に抱える課題に標準化が役立つということが分かり、標
準化の論点や活動の方向性を描けたことも有益でした。
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事例８：有限会社玉井フルーツ（ブランディング、販路拡大のための戦略検討）

新製品開発

ブランディング

体制強化

販売力強化

 企業概要
業種

食品加工業（国産無添加ドライフルーツの製造・販売）

住所

長野県上田市中央2-6-5

設立

2006年

従業員数

16人

資本金

 知財経営導入の概要

自社のブランディング戦略、販路拡大戦略の明確化
 自社で構想を練っていたブランディング戦略、販路拡大に向
けた戦略の具体化が必要

知的財産

取組

自社ブランドの
展 開 シ ナ リ オの
検討

 ブランディング戦略を検討
 商標出願と、その活用方法を
検討
 販路拡大戦略を検討

成果

ビジネスモデルの
構築・実施

URL

https://tamaifruit.com/

 取組内容

経営・事業

課題

300万円

 自社製品の特色を活かしたブ
ランディングの確立、ブランディ
ングを意識した事業戦略構
築

• ブランディング専門家より、ブランディングの基礎（ブランディングのメカニズ
ム、マーケティングとの違い、インナーブランドの重要性など。）や具体的な
施策案を案出する際のポイントについてレクチャーしたのち、具体的な施策
案について意見交換を実施。
• 経営指導専門家より現在のビジネスモデル（特に、①自社の主要ター
ゲット顧客及び②提供する価値）についてヒアリングを実施し、同社の独
自性を明らかにしたうえで、今後の商品展開の方向性等について意見交
換を実施。
• ブランディング・ビジネスモデルなど様々な観点か
ら議論をすることを通じ、これまで経営者の中で
漠然とイメージされていた今後の事業展開の構
想を、アクションプランとして具体化。

 企業の声
今回事業の成果として、自社として売り出すべきブランドの在り方を明確化で
きたほか、ブランディング戦略についても検討することができました。
これまでブランディングするべき内容があまり具体化されていませんでしたが、当
社が持っている製造手法こそ自社として売り出すべき強みであるということを
確認できました。今回頂いた助言も活用しながら、ブランディングを意識した
製品開発等を進めていければと考えています。
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事例９：バキュームモールド工業株式会社（営業現場における知財的視点の強化）

新製品開発

ブランディング

体制強化

販売力強化

 企業概要
業種

製造業（プラスチック製品の真空成形用金型及び抜型の設計、製作）

住所

東京都墨田区墨田5-23-11

設立

1958年

従業員数

190人

資本金

 知財経営導入の概要

営業現場における知財的視点の不足
 顧客からの受注から納品までのプロセスにおいて知財を意識
した取り組みを行っていない為、意図せず他社権利侵害に
巻き込まれる潜在リスクあり。営業プロセスにおいて知財的視
点を取り込む仕組み作りが必要。

知的財産

取組

成果

営業現場におけ
る知財調査等の
仕組み導入可
能性を検討

知財経営に向け
た組織的課題を
整理

URL

http://www.vmold.co.jp/

 取組内容

経営・事業

課題

9,000万円

 基本的な知財調査方法等を
講義し、知財的視点導入の
可能性を討議
 過去トラブル事例を題材に知
財の基本的視点、今後の対
応策について議論
 営業現場社員が知財の知識、
認識を高めた
 組織的に対応が必要な課題
が整理され、今後の大きな方
向性について合意

• マネジメント層は、営業が顧客からの注文受注時に他社出願や知財権
調査が十分ではなく、担当者の知財リテラシーやスキルも十分でないため、
後々他社の権利侵害に巻き込まれるのではないかと懸念していた。
• 営業社員が知財リスクを意識し、商談時
や受注時の初期段階で対応するのが重
要であることから、営業社員向け勉強会
を実施し、知財リテラシー向上を支援。
• 営業現場で日常的に抱える困りごとや悩
みを共有した上で、知財の調査方法を講
義。また、過去に経験した知財関連トラブ
ルについて議論し、商談・注文時の最低
限の対応策について検討。
 企業の声
知財に関する実運営をしている社員でも知らなかった知識をインプットしてくれ
ただけでなく、特許の調べ方のコツ、現場が抱えている知財関連の問題に関
する意見交換等の実践的な内容は、現場社員には非常に有益でした。
目に見える効果が出るには時間がかかると思いますが、良い機運を高めてく
れたと感謝しています。今回参加したメンバーが実務に知財を持ちこむことを
通じて、徐々に組織全体として知財への認識を高めていきたいです。
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事例10：合同会社ｍａｙｕｎｏｗａ（新規ビジネスのブランド・ＰＲ戦略策定）

新製品開発

ブランディング

体制強化

販売力強化

 企業概要
業種

美容サロン運営事業、美容サロンコーディネイト事業、化粧品製造販売事業

住所

神奈川県横浜市戸塚区川上町91番地1－2108

設立

2015年

従業員数

2人

資本金

 知財経営導入の概要

新規ビジネス開発

 独自の技術・ノウハウの優位性をどのように確保・保護する
かの検討が必要。
 ビジネスモデルの練り込みが不十分で、戦略性に乏しい。

知的財産

取組

成果

差別化要素の
精査ならびに
ビジネスモデル
の深堀り

新サービスの
事業戦略・研究
開発戦略の
方針を明確化

URL

http://mayunowa.co.jp/

 取組内容

経営・事業

課題

－

 競合他社の特許を調査
 自社の強みにあたる要素に
ついて権利化するかノウハウ
として秘匿するかを検討

 特許出願内容の見直し
（補正出願の実施）
 「商品コンセプト」を表す商標
の新規出願
 川下戦略の具体化

• 新サービス（絹筆を利用した美容）の開発にあたり、アーリーステージに
ある当該事業において、その競争優位性の確保しつつ保護する方策に
ついて検討することが経営上の課題であった。
• 他者動向を把握するため、類似の技術について、他社が出願している
特許の内容を調査。すでに出願している特許権の内容見直しを実施。
• 自社の強みを最大限に生かすためのビジネスモデルを検討。ターゲット顧客
を明確にするほか、必要な準備（新たに
商品コンセプトを表現する呼称を考え、
その商標登録を準備）を整理し着手。
• 知財の洗い出しと整理を進めて出願等
の知財面の対応の要否の検討を行い
つつ、新サービスのビジネス展開のアイデア
をアクションプランとして整理。
 企業の声
今回は、知財に限定せず、事業性を高めるために必要な取組について、複
数の専門家から多様な指摘やアイデア提案を受けることができ、課題の絞り
込みやその解決の方法など、大変参考になり、刺激を得ることができました。
ブランディングやデザインについても取り組みたいと考えており、そうした専門家
も交えて引き続き知財を切り口に、自社技術を深掘りしたり、他社技術との
比較にてポジションを明確化しつつ取り組みたいと考えています。
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事例11：株式会社メカ（他社共同新製品開発のプロセス見直し）

新製品開発

ブランディング

体制強化

販売力強化

 企業概要
業種

製造業（食用油精製機、自動フライヤー等）

住所

千葉県白井市中403-15 白井第一工業団地内

設立

1974年

従業員数

25人

資本金

 知財経営導入の概要

 顧客情報や知財情報を活用した
新製品の開発活動の確立が課題。

知的財産

取組

https://www.j-mecha.jp/

• 通常の業務フロー（他社と共同で行う新製
品の開発プロジェクト）を通して、知財経営
の視点をどう取りこむかを専門家が助言。

新製品開発

エンドユーザーの
ニーズ分析、自
社資源分析

URL

 取組内容

経営・事業

課題

2,500万円

 エンドユーザーのニーズや市場
環境を意識した製品開発の
体感
 自社 保有の知財 （権利や
技術シーズ）の整理

• 顧客（共同開発先）の要望からすぐに詳
細設計に入るのではなく、エンドユーザーの
ニーズを起点として、外部環境や市場の動
向などを検討。そして、知財のコンセプトを事
前に設計し、その後に詳細設計に入っていく
ということについて体感。
• 外部環境や内部資源（保有する知的財産
権や技術シーズ）を整理。

コンパクト観覧車式
自動フライヤー『Ageta』

 企業の声

成果

開発プロセスの
改善、社内の知
財意識向上

 製品ユーザーに対するニーズ
収集の位置づけ強化
 権利化（独自の新技術確
立）への意識向上

実際の新規開発案件の活動を通して開発プロセスの見直しを行いました。
営業やマーケティングの情報をより活かして、設計・開発を行いたいと考えます。
そして、開発品のクリアランス調査を通じて、先行技術調査の勘所を学ぶこと
ができました。加え、自社の保有する知的財産権の整理と、マーケット情報の
整理を通して、自社が置かれている現状や、自社の強みを再確認しました。
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参考情報

■無料で支援を受けることができる窓口

■企業が持っている知的財産の調べ方

➥知財総合支援窓口

➥特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）

http://chizai-portal.jp/

■知的財産に関する支援事例
➥知財総合支援窓口 支援事例
http://chizai-portal.jp/supportcase/

■知的財産を上手に活用している企業の例
➥知的財産活用事例集2016
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyou_ji
reii2016.htm

https://www.jplatpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

➥特許情報プラットフォームガイドブック
➥特許情報プラットフォームマニュアル
http://www.inpit.go.jp/jplatpat_info/reference/index.html

➥金融機関職員のための知的財産活用のススメ～知財
を切り口とした企業の実態把握～
（主に金融機関の方向け）
http://chizaikinyu.go.jp/reference/docs/reference01.pdf

➥知的財産活用事例集2014
https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyou_ji
reii2014.htm
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