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2 知財功労賞 概要

受賞者・受賞企業
一

覧 （五十音順 敬称略）

知財功労賞 経済産業大臣表彰

■知的財産権制度関係功労者(2名）

エルゼビア財団 外部取締役原山 優子

福井 邦顕 日本全薬工業株式会社 代表取締役会長

■知的財産権制度活用偏良企業等(7者）

●知財活用企業（特許）

CYBERDYNE株式会社 ［茨城県］

ダイキン工業株式会社 ［大阪府］

株式会社日立製作所 ［東京都］

●知財活用企業（商標）

株式会社アシックス ［兵庫県］

●知財活用ベンチャ ー

Spiber株式会社 ［山形県］

•オ ー プンイノベ ー ション推進企業

武田薬品工業株式会社 ［大阪府］

•デザイン経営企業

TOTO株式会社 ［福岡県］



受賞者・受賞企業
一

覧 （五十音順 敬称略）

知財功労賞 特許庁長官表彰

■知的財産権制度関係功労者(3名）

亀井 正博

熊谷 繁

塚越 雅信

一般財団法人ソフトウェア情報センタ ー 専務理事

熊谷繁弁理士事務所 所長

サヴィッド・セラピュ ー ティックス株式会社

代表取締役社長/CEO

■知的財産権制度活用優良企業等(9者）

●知財活用企業（特許）

株式会社タカギ ［福岡県］

フロンティア ・ ラボ株式会社 ［福島県］

株式会社ミラック光学 ［東京都］

●知財活用企業（意匠）

株式会社イト ー キ

株式会社クロスフオ ー

●知財活用企業（商標）

帯広市川西農業協同組合

キユ ー ピ ー 株式会社

小林製薬株式会社

●知財活用ベンチャ ー

株式会社プロドロ ー ン

［東京都］

［山梨県］

［北海道］

［東京都］

［大阪府］

［愛知県］

経済産業省特許庁では、知的財産権制度の発展及び普及・啓発に貢献のあった個人に対して「知的財産

権制度関係功労者表彰」、また、制度を有効に活用し円滑な運営•発展に貢献のあった企業等に対して「知的

財産権制度活用優良企業等表彰」として、経済産業大臣表彰及び特許庁長官表彰を行っています。

両表彰を合わせて、「知財功労賞」と総称しています。
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令和2年度 知的財産権制度関係功労者表彰
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令和2年度知的財産権制度関係功労者表彰

知財功労賞 経済産業大臣表彰
（五十音順 敬称略）
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原 エルゼビア財団 外部取締役［東京都］

功績概要

●内閣府知的財産戦略本部の有識者本部員や内閣府総合科学技術 ・ イノベーション会議

議員などを長きにわたり歴任し、知的財産推進計画の策定に向けた政策課題の拍出や

取組、Society5.0に適合する知財制度の構築に関する政策提言に尽力。また、同会議知

的財産戦略専門調査会委員として、大学等における試験研究の例外に関する議論に国

際的な知見で寄与するなど知財制度の改善発達に貢献。

● 2030年頃の社会を想定し価値デザイン社会の実現を目指す「知的財産戦略ビジョ

ン」の策定に内閣府専門調査会委員として貢献。長年、知財政策と科学技術政策の連

携に尽力された氏の視点による提案や海外の研究動向や政策への見識の広 さによる

意見、対外的な発信力の高さにより知財政策の推進に寄与。

●東北大学大学院工学研究科の教授として携わった「知財創出人材の実践的養成」にお
いて、知的財産関連のカリキュラムを自ら策定するとともに、知的財産事例分析講座等

の科目を担当。技術経営と知的財産の課題に取り組む実践的な講義・セミナーを実施

する一方で、国内外における産学連携に関する著書や寄稿、小学生向けの知財創造教

育教材の作成に寄与するなど知的財産に係る人材の育成に貢献。

玩
顕

g

邦
ぃ
井

忍
福 日本全薬工業株式会社 代表取締役会長［福島県］

功績概要

●発明協会幹事として全国における知財制度の普及啓発や次代を担う知財人材の育成に

尽力され、福島県発明協会会長として県内の発明クラブヘ活動資金の助成や若年層の

発明意欲を高める取り組みを実施。特に福島県発明協会が主催した「2018うつくしまふ

くしま発明の祭典」では、全国少年少女発明クラブ創作展と併設イベントを多数企画し実

施。地域の青少年の創造性開発育成に貢献するとともにその重要性を広く県民に周知。

●福島県の知財総合支援窓口事業に初期から携わり、同県の今後の知財活用に支援機

関との連携の重要性を提言。それを受け県内支援機関と協力し新規相談者の発掘を

推進した事により支援件数も当初より倍増するなど支援体制を構築。また、氏の働き

かけにより知財総合支援窓口と福島相双復興推進機構、福島イノベーション ・ コ ースト

構想推進機構との相互連携体制が実現し、東日本大雲災の被災地域事業者への知財

活用支援に貢献するとともに復興度合いに応じた被災者の自立支援にも寄与。

●郡山地域テクノポリス推進機構理事として、郡山地域を中心とした大学等と連携し、

技術シーズの事業化を支援していく 「郡山地域テクノポリスものづくリインキュ ベー

ションセンター」を核とした起業支援を実施し、福島県産業の振興に貢献。

4 知財功労賞 受賞者



令和2年度 知的財産権制度関係功労者表彰
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令和2年度知的財産権制度関係功労者表彰

知財功労賞 特許庁長官表彰
（五十音順 敬称略）
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一般財団法人ソフトウェア情報センタ ー

専務理事 ［東京都］

功績概要

●知的財産関連団体の要職を歴任し、日本知的財産協会では理事長として、欧米、アジア各国の

政府機関、関係諸団体との意見交換や国内外の知的財産権に関する法律改正等への意見発

信、WI POによる制度国際化推進へ向けた議論への参加など知的財産権制度の運用の調和

に貢献。また、多年にわたり同協会の企業を対象とした知的財産権研修（著作権法関連）の講師

を務め、産業界の知的財産権に関する人材の育成に貢献。

●産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会委員や同部会技術的制限手段に係る規制の

在り方に関する小委員会委員として、特許の活用強化や中小企業・大学等幅広いユーザーにとって

利便性の高い知的財産権制度に向けた議論等を通じて、我が国のイノベーション促進に尽力。

くま がい

熊谷

功績概要

●日本弁理士会東北支部支部長として、日本弁理士会初となる同会による弁理士事務所の青森県

設立に尽力され、地元企業等による知的財産権に関する相談に弁理士が直接対応できる環境を

整えるとともに、東北支部で開催する無料相談会で相談者がより相談しやすい環境を整備する

など東北地域の知的財産権制度の普及•発展に貢献。

函
繁 熊谷繁弁理士事務所 所長［秋田県］

●秋田県及び青森県において、知的財産権に関する相談員を多年にわたり務め、多くの個人、中小

企業等の相談に対応するとともに、秋田県内の問題に直面する小規模事業者を訪問し、各社の

状況に応じた有効な権利化や経営技術強化支援を実施。また知財総合支援窓口の専門家として

同県企業の知財に関する課題に対応するなど束北地域の知的財産権制度の普及•発展と秋田県

の産業振興に貢献。
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信

函
雅

五
越

初
塚

サヴィッド・セラピュ ー ティックス株式会社

代表取締役社長/CEO [東京都］

功績概要

●東北経済産業局の知財人材育成関連事業の立ち上げに参画し、多年にわたり事業委員長や主要

委員を歴任。経営者に必要な知的財産権制度の知識や活用方法を反映した研修プログラムの策

定に関与し知財支援人材の専門家を多く養成。当該人材が東北地域の中小・ベンチャ ー 企業の

知財活用等を支援するスキ ームを構築するなど同地域の知財サイクルの実践に寄与。また、知財

総合支援窓口の開設にも尽力され、発足後は運営等に携わり知財経営支援の強化に貢献。

●日米の大学発技術系ベンチャ ーの創出•投資や企業家育成に長年従事した経験を踏まえ、資金調

達から事業化を 見据えた知財権の取得・活用方法を含め、ハンズオンによる幅広い支援を行い、海

外展開も見据えた企業競争力を強めるためのベンチャ ー・中小企業の育成及び普及啓発に尽力。

知財功労賞 受賞者 5 



令和2年度 知的財産権制度活用優良企業等表彰
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令和2年度知的財産権制度活用優良企業等表彰

知財功労賞 経済産業大臣表彰
（表彰区分／五十音順）

知財活用企業（特許） CYBERDYNE株式会社 代表取締役社長/C E O 山海 嘉之

会社概要

所在地：茨城県つくば市学園南2-2-1

設 立：2004年

資本金： 26,778百万円

従業員： 131名

事業内容：医療•福祉•生活 ・ 職場・生産の分野における各種サイバニッ
クシステム（人 ・ ロボット ・ 情報系の融合複合システム：世界
初の装着型サイボー グ医療機器等）の研究開発 ・ 製造・販
売、医療サー ビスの提供等

瓢

’•‘

_,,.. 
HAL医療用下肢タイプ HAL腰タイプ介護・自立支援用

受賞のポイント

●社長酉轄部署として知財戦略チームを設置し、知財を経営戦略（サイバニ

クス産業創出）の要と位置付け、社長自ら知財戦略の陣頭指揮をとりな

がら、研究開発部門との連携による知財マネジメントを実践している。経

営戦略の軸となるサイバニクス技術の基本特許を多数保有しておリ、経

営課題の解決に役立つ先取り技術に関する特許権の取得に積極的に努

めて、国内外を含めた強力な特許ポートフオリオを構築している。

●投資ファンドの設立に伴い、自社保有技術の強化に役立つ協業相手との

連携を視野に入れた知財デューデリジェンスを実施している。また、事業

提携を加速する特許権の確保を稿極的に進めて共同開発も視野に入れ

つつ事業提携先との協業関係を構築したり、事業提携先に対して特許分

析等を活用した戦略立案を支援したりするなど、幅広い知財活動を積極

的に実践している。さらに、サイバニクス技術に関する国際標準化にも積

極的に貢献し、並行して関連技術の特許化も推進している。

●筑波大学と連携しつつ、大学から独立した形で知財運用が可能な体制

を構築し、日本の大学発ベンチャ ーによる産学連携活動のルール確立

に大きく貢献した。研究開発型ベンチャ ーのロ ールモデルとして、革新

技術の社会実装に挑戦し続けている。

知財活用企業（特許） ダイキン工業株式会社 代表取締役社長兼CEO T洞I 砧［則l

会社概要

所在地：大阪府大阪市北区中崎西2-4-12
梅田センタ ー ビル

設 立： 1934年
資本金： 85,032百万円
従業員： 76,484名（連結）
事業内容：空調機器製造事業及び空調機器のメンテナンス等のサー ビ

ス事業、フッ素ガス ・ 樹脂製造のフッ素化学事業 等

世界におけるR32使用機器 累計販売台数約1倭台

(2019年12月時点 ダイキン工業による推定値）

ルー ムエアコンうるさらX

ビル ・ 店舗 ・ オフィス用エアコン

天井埋込カセット形S—ラウンドフロ ー

受賞のポイント

● 2011年に温暇化対策のために新冷媒「R32」を用いた空調機に関わ

る延べ93件の特許を新興国で無償開放して、「R32」のオープン化戦

略を開始した。省エネ性が高く、温暖化係数も低い「R32」の普及・促

進を図ることで、環境負荷の低減を支援している。

● 2015年には無償開放の範囲を先進国にまで拡大して、「R32」への

転換を加速し、2019年に「R32」を用いた空調機に関わる無債開放

の対象とする特許を拡大している。また、2019年の無償開放では権

利不行使の習約を宣言することで、事前許可や書面による契約なしで

特許を使用可能にし、「R32」への転換をさらに加速している。

●空調機に関する他の特許をクロ ーズ部分とするオープン＆クロ ーズ戦

略で、特許の無償開放後も競争力を確保している。また、低コストの製

造ノウハウを有する中国の企業と、インバータ技術をもつ同社で戦略的

な協業を進め、低コストの製造能力を取り入れつつ、インバー タ技術を

ブラックボックス化して提供することで省エネ性の高いインバータエア

コンの市場を中国でも拡大している。

6 知財功労賞 受賞企業



令和2年度 知的財産権制度活用優良企業等表彰
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令和2年度知的財産権制度活用優良企業等表彰

知財功労賞 経済産業大臣表彰
（表彰区分／五十音順）

知財活用企業（特許） 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役社長兼CEO 東項頁 魁旧召

会社概要

所在地：東京都千代田区丸の内1-6-6
設 立：1920年（創業1910年）
資本金： 458,790百万円
従業員： 33,490名

國
事業内容：社会・環境・経済の3つの価値向上の実現に向けて、モビリ

ティ、ライフ、インダストリ ー、エネルギー、ITの5セクタで
社会イノベー ション事業を展開

英国高速鉄道車両に関する意匠

令和元年度全国発明表彰

恩賜発明賞受賞

粒子線治療システムに閑する発明※

平成29年度全国発明表彰恩賜発明賞受賞

※本技術の一部は、内閣府の最先喘研究開 ， 
発支援プログラムを通じ北海道大学医学 2019研究開発インフオメ ーションミー ティング

研究科と共同開発 知的財産本部長による知財戦略の発表

知財活用企業（商標） 株式会社アシックス

会社概要

所在地：兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目1番1
設 立：1949年9月1日
資本金： 23,972百万円（令和元年12月31日現在）
従業員： 9,039名（令和元年12月31日現在）
事業内容：各種スポーツ用品等の製造および販売

ヽas,csぷ譴畠
コア ・ ブランド

「アシックスlの真正品

第3世代模倣品
一見すると全コピー だが、狡自賤標を登録したアシックス商標を変造使用している

受賞のポイント
●事業戦略の変化に合わせ、知財権を参入障壁•他社牽制に活用する「競

争知財戦略」に加えて、知財をパー トナーシップ促進に活用する新たな

「協創知財戦略」をいち早く確立し、この2本柱の知財戦略を事業戦略

に組み込んで活動を進めている。知財は事業部門において事業拡大の

ための重要な要素と位置付けられており、事業部門幹部等への提言を

含め活発な知財活動を推進している。

●知財戦略書として「知財マスタプラン」を重要テ ーマ毎に策定 ・実行す

るとともに、事業部門幹部と「知財戦略会議」を開催して事業戦略に合

わせた活動を推進している。これらの取組は、令和元年度の英国高速

鉄道車両意匠による恩賜発明賞の受賞をはじめ、全国発明表彰の3年

連続上位賞受賞に大きく寄与している。

●グロ ーバルでみても珍しい取組として、知財部門としてのIR発表を毎

年実施して社内外へ積極的に発信している。 IR発表では、協創活動に

おける顧客 ・ パー トナーとのWin-Winの知財関係構築、SDGs ・

Society5.0を意識した社会課題解決に向けた知財のあり方の

検討などの新たなチャレンジも発信し、業界の知財活動の変革をリ ード

している。

代表取締役社長coo 鼠i田 康人

受賞のポイント

● 「ブランドは究極の知的財産」の認識のもと、経営に貢献し得る知財活

動を広く実施している。知財部門が自社の上流工程から連携すること

で、他者権利を侵害しない、かつ牽制力のある商品の創作を促せてい

る。その結果、自社のブランドを守り、育てることに十分寄与している。

● 2018年1月、類似商標を取得して商標武装した第三世代模倣品の専門

店舗に対し、北京市工商局と連携して一斉摘発に踏み切り、1日で60店

舗3万足以上の摘発に成功した。本摘発後、地方都市の行政当局におい

ても同様の一斉摘発を推進した。北京での一斉摘発は、中国メディアで

大きく報道され、商標局の年次報告書でも写真入りで紹介され、模倣品

業者へは高額の罰金が科せられた。中国進出の模倣品対策を進める他

の日本企業にも同社の知財活動を周知し、情報発信に努めている。

●模倣品対策とも連動して、冒認出願対策を戦略的に進めた。二次検索に

よる早期発見と実施状況を含めた俯職分析、法整備を促す行政当局へ

のロビイング、自社商標広告商標局への情報提供等を行うとともに、異

議申立制度を活用し、2016年-2018年にかけて、毎年200-300

件の申立てを集中的に対応した。

知財功労賞 受賞企業 7 
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知財功労賞 経済産業大臣表彰
（表彰区分／五十音順）

知財活用ベンチャ ー Spiber株式会社 取締役兼代表執行役 関山 和秀

会社概要

所在地：山形県鶴岡市覚岸寺字水上234-1

設 立：2007年

資本金： 29,400百万円

従業員： 231名

事業内容：新世代バイオ素材開発

m 
-

U
]

璽

構造タンパク貿素材を最外屠の生地 アデランスと新たな毛髪素材の共同研究開発

に用いたアウトドアジャケット

「MOON PARKA(ムーン ・ パーカ）l

オープンイノベーション

推進企業

内閣府が堆進する革新的研究開発推進

プログラム(lmPACT)における参画企業

との共同成果物

受賞のポイント

●高機能、かつ枯渇資源に依存せずに合成できることなどから、近年大変

注目されている構造タンパク質の一つであるクモ糸の遺伝子をベース

にした人工構造タンパク質素材を開発し、その関連技術の標準化を進

めていくことを念頭に、権利化の段階から製造方法の標準必須特許化

を意識して特許出願を行っている。

●オープンクロ ーズ戦略を採用し、繊維等の新素材の製法は原則ノウハウ

として秘匿し、新素材を用いた生地等の二次素材や衣服等の製品の開

発をオープン領域と位置づけ、積極的に特許出願して保護している。ま

た、他メ ーカ ーを広く巻き込んだオープンイノベーションを推進してお

リ、自動車部品メーカ ーやアパレルメーカ ー等の多数のメーカ ーと連携

している。

●構造タンパク質素材の普及を加速するために、関連する知財の集積・

共有·ライセンシングを進めるなどの役割を担う知財コンソーシアム

(CASPI: 一般社団法人構造タンパク質素材産業推進協会）を設立

し、業界を主導している。

武田薬品工業株式会社 代表取締役社長 クリストフ ・ ウェバー

会社概要

所在地：大阪府大阪市中央区道修町4-1-1

設 立：1925年

資本金： 1,668,100百万円

従業員： 5,400名（単体） 48,997名（連結）

事業内容：医薬品等の研究開発・製造・販売·輸出入

湘南ヘルスイノベー ションパーク（神奈川県藤沢市）

パーク内殷備

製吊導入の事例

受賞のポイント

● 2017年に湘南研究施設をオープンイノベーションエコシステムに変

えるというビジョンを打ち出し、湘南ヘルスイノベーションパークを20

18年に開所した。ライフサイエンス研究に特化した設備を基盤に、現

時点で産官学から60以上の企業・団体が結集し、最先端技術・知見を

活用したアイデアやソリューションの創出、実硯を加速化している。ま

た、神奈川県、藤沢市、鎌倉市、湘南鎌倉総合病院と連携・協力に関する

覚書を締結し、地域との連携も進めている。

●創薬ター ゲット・技術に関する募集課題を提示して、大学・企業等に所

属する外部研究者のアイデアを幅広く募集し、研究助成を通じて研究を

推進するプログラム「COCKPI-T」を2015年に、特定化合物群を

外部研究者に提供することで新規細胞アッセイ系の研究推進を目指す

「SKITOPEN Innovation」を2017年に開始している。

● 10年前は主要製品の7割以上が自前で開発したものであったが、近年

ではインバウンド型オープンイノベーション（製品導入）等を活用するこ

とにより、自前で開発したものは同規模ながら5割程度と、自前主義か

ら脱却した製品開発を加速している。

8 知財功労賞 受賞企業
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会社概要

所在地：福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

設 立： 1917年

資本金： 35,570百万円

従業員： 33,431名（連結）

事業内容：グロ ーバル住設事業(E3本住設事業、中国・アジア住設事

業、米州・欧州住設事業）、新領域事業（セラミック事業、環境

建材事業）

璽

「ウォシュレット」

ー I 1980年にTOTOが発売した初代の温

水洗浄便座。2019年3月に国内・海外

での累酎出荷台数が5000万台を突破

い

ら

J
な

め

め

な

卜クテ

込

に

ン

り

ル

オ

入
べ

器

こ
元
碩

竺困
ナ
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「魔法びん浴槽」

4時間後の湯温の

低下を約2.5℃以

内に抑制

「ネオンストNX」
細部までこだわりオブ

ジェのような曲線に包

まれた上質な行まいの

次世代便器

代表取締役 社長執行役員 清i田 徳明

受賞のポイント

●デザインを事業戦略の中核に位置付け、経営層も商品デザイン決裁に

強く関与する仕組みを有している。デザイナーが商品企画の最上流で

あるコンセプト作りの段階から関与し、お客様の夢を叶える水回り空間

の実現に向けた「コト提案」の内容を検討している。お客様調査に基づ

く問題抽出、アイデア出し、プロトタイピングによる検証を繰り返して、

これまでにない製品を創出している。

●お客様も気づいていない潜在的なニーズを顕在化させ、そのニーズに

応える商品を開発している。おしりを洗う文化を定着させた温水洗浄

便座「ウオシュレット」、従来品よりお湯が冷めにくい「魔法びん浴槽」、

掃除が楽で断熱構造の「カラリ床」、汚れが付きにくく落としやすい「セ

フィオンテクト」等の独自機能を組み込みながらも、非常に美しいフオ 

ルムを生み出している。正に機能とデザインを高度に融合し、お客様満

足度の高い商品を創出している。

●世界の各拠点に配置した模倣対策キ ーパソンを中心に侵害被疑品等

の情報収集を行い、本社と連携して模倣対策活動を推進している。ま

た、競合他社の新商品を購入·分析し、侵害被疑品には積極的に権利行

使し、海外で侵害訴訟を提起するなど厳格に対処を行っている。

知財功労賞 受賞企業 9 
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ー株式会社タカギ
会社概要

所在地：福岡県北九州市小倉南区石田南2-4-1

設 立：1961年

資本金： 98百万円

従業員： 786名

事業内容：家庭用園芸用品、家庭用浄水器、省エネ商品の開発、製造、

販売・プラスチック射出成形加工・金型事業

園

蛇ロ一体型浄水器
’’

代表取締役会長 高城 壽雄

受賞のポイント

●主要製品は「対競合メーカ ー」と「対模倣メーカ ー」との両視点を踏まえ

て知財ポートフオリオを構築し、知財で保護できない事業は実施しない

方針を取っている。また、徹底した先行技術調査により、特許出願した

案件は早期審査等も活用した上で確実に権利化し、2009年以降の

審査請求率は100%となっている。

●模倣品排除の観点から、特許に加えて意匠も積極的に活用している。特

許では直接侵害を問えるクレ ームを作成するとともに、必須形状部分

は部分 意匠で保護するなど、知財ミックスで効果的に製品を保護して

いる。また、同社のコ ーポレ ートブランドを確立するため、CMでも放送

する、同社名を発音したサウンドロゴの音商標を取得している。

●浄水カ ートリッジに対する模倣品等に対して厳格に対応しており、模倣

品を発見した場合には警告を積極的に実施している。警告で解決しな

い場合は、模倣品業者に侵害訴訟を提起し、勝訴又は、実質的に勝訴と

いえる和解にて解決した実績も有している。

知財活用企業（特許） フロンティア ・ ラボ株式会社 代表取締役 渡滋1 店！一

会社概要

所在地：福島県郡山市菜根4-16-20

設 立：1991年

資本金： 20百万円

従業員： 59名

事業内容：分析機器に関する研究開発・製造・販売

熱分解装四
マルチショット・ パイロライザー

麗

スペ ー スシャトルのモ＝タリングに採用さ

れたUlt「a ALLOY® キャピラリ ーカラム

新たな研究開発拠点のR&Dセンタ ー

(2020年1月開所）

受賞のポイント

●目に見えるものを中心に特許などの知的財産権で守りつつ、製造方法な

ど第三者が把握できない部分はノウハウとして秘匿することで、オープン

＆クローズ戦略によりガスクロマトグラ フ質量分析計と用いる熱分解装

置（パイロライザー）で、国内シェア90%、世界シェア50%超の独占的

な高いシェアを維持している。交換が必要な部品を継続販売する消耗品

ビジネスも展開し、消耗品部分を特に手厚く知財で保護している。

●パイロライザーでは後発の参入であったが、競合他社を圧倒的に上回る

性能などを実現して、 シェアを拡大し、世界の名だたる企業や研究機関

が同社製品を採用しており、NASAの火星探査プロジェクトに採用さ

れた。また、知的財産権の侵害には、警告等により厳格に対応し、近年

では侵害品もほぼ発生しない状況を確立している。

●工場なし、営業マンなしの ファブレス企業であり、開発成果を特許など

の権利で保護した後、国内外で学会発表や論文掲載をして、専門家ヘア

ピール論文や特許で顧客である専門家への営業を実施している。

10 知財功労賞 受賞企業
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知財活用企業（特許） 株式会社ミラック光学 代表取締役 布|札公 洋明

会社概要

所在地：東京都八王子市越野27-4
設 立： 1963年 睾
資本金： 10百万円
従業員： 30名
事業内容：顕微鏡及び光学関連機器の設計・製造、精密機械工具の設

計・製造、位置決め摺動ステ ー ジの設計・製造、その他上記
に関連する周辺機器•特殊品の設計・製造

特許·意匠·商標による知財ミックス戦略で

構成されたアリ溝式ステ ージ商呂群

� 

アリ溝式ステ ー ジの代表例

マルチジョイン~ステ ージ®

顕微鏡光学系と各種スタン勺類との組み合

わせが自由自在な測定工具顕微鏡・メジャ ー

スコ ープ

ー株式会社イト ー キ

会社概要

所在地：東京都中央区日本橋2-5-1
設 立： 1950年
資本金： 5,294百万円
従業員：2,007名

事業内容：オフィス家具・設備機器等の製造販売

「アドレッド」

璽

「Seamless is Mo「e」をメインコンセプト

に掲げた雇い意匠性・遮音性能を保持した

新しいパー テー ションシリ ーズ

「バーテブラ03」

ワ ー クスタイルが多様化する現代に向けた 「特許流通への取リ組み」
自然と正しい砦座姿勢に導くメカニズムを 40を超える行政機関・自治体・地域金融機
持つ新しいワ ークチェア 関と連携し、地域社会の発展にも貢献

受賞のポイント
●バリュー チェーンの上流である開発設計と、下流の組み立て ・ 品質管理 ・

メンテナンスを実施し、中問の部品加工は協力工場に委託する半ファブ

レスモデルを採用している。生産設備への投資の代わリに、知財に投資

し、製品の最終組み立てで必要となる熟練の技をノウハウとして社内に

秘匿するのに対して、ノウハウ以外の部分は積極的に出願していくオー

プンクロ ーズ戦略を採用している。

●長ストロ ークを滑らかに摺動可能で、耐荷重性にも優れたFA分野等の

位置決め用途の標準機構部品であるアリ溝式ステ ー ジにおいて、特許

のみでなく、意匠、商標も活用した知財ミックスで強力な知財網を構築

することで、模倣対策や付加価値向上、ブランディングを実現している。

●日本の展示会に出展していた海外メーカ ーの模倣製品を、展示ブース

からすべて撤去させるなど、模倣業者には毅然とした態度で対応してい

る。また、中小企業の事業戦略には知財武装が不可欠との信念に基づ

き技術特許 ・ 周辺特許やビジネスモデル特許、通常意匠や部分意匠 ・

関連意匠など、知財の取得方法にも工夫を凝らしている。

代表取締役社長 平井 嘉朗

受賞のポイント
●経営企画部内に知財部門を設置することにより、経営と知財の連携の

円滑化を図っている。7年前に知財部門が研究所内に配置されていた

時代と比較して、知財の観点から企業価値を上げる活動に活動内容を

シフトしている。

●競合他社に先行している商品かどうか、過去にない斬新なデザイン

か、重要なラインナップか、今後の水平展開の可能性があるかといっ

た複数の基準のうちの 一定基準を満たす場合は意匠を原則出願し

て、事業競争力の源泉にしている。また、独自の基準で売上額を考慮

した知財力を数値化及び可視化して、競合と比較することにより事業

活動に活用している。

● 2015年から休眠特許等を地方自治体、地方銀行等を介して日本各

地の事業者（主に中小規模）に実施許諾し、その技術を新分野での商

品開発や事業創出に役立てていただく取り組みを展開（例：長崎県の

金属製品の製造等関連会社へ「水害時などに浸水を防止する起立式

の扉」の特許を開放）して地域経済活性化へ貢献している。

知財功労賞 受賞企業 11
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ー株式会社クロスフォ ー

代表取締役社長 土；橋i 秀:i立

会社概要

所在地：山梨県甲府市国母7-11-4

設 立： 1987年

資本金：683百万円

従業員：96名

事業内容：ジュエリ ー ・アクセサリ ーの輸入・製造・販売

「ダンシングストー ン」を活用した商品

謳

「ダンシングストーン」イメ ー ジ図

受賞のポイント

●知財はビジネスの根幹と位置付け、顧客を守るためには権利取得が不

可欠として、権利があるものを中心に販売する方針を採用している。重

要な権利については、複数の弁理士事務所に明細書作成を依頼し、各事

務所の作成した出願の良いとこどりをして、ブラッシュアップした出願

とすることで、権利行使をしやすい権利となるようにエ夫している。ま

た、特許のみでなく、意匠の類似の範囲、商標の指定商品の書き方など

でも複数の弁理士事務所の見解を活用して出願の質を高めている。

●各国のローカルなニーズに対応することは困難であることから海外へ

はコアパーツにロイヤリティ相当額を上乗せして販売するビジネスモデ

ルを採用して利益を確保している。

● 「模倣品は絶対に許さない」という強い姿勢で、模倣品対策のために意

匠権に基づく販売の差止請求など、保有する権利を活用して対応して

いる。また、悪意がなく、技術力のある模倣業者には、自社の部品を購

入して本物を作成するように勧めて顧客の増加につなげている。

知財活用企業（商標） 帯広市川西農業協同組合 代表理事組合長 有
・

煽｛ 利l宣！

組合概要

所在地：北海道帯広市川西町西2線61番地1

設 立： 2003年

資本金：2,313百万円

従業員：155名

事業内容：販売事業（地域農畜産物の販売）、購買事業（共同仕入によ

る農業生産資材等の供給）、営農振興事業（農業経営の相

談、生活改善活動）、共済事業(JA共済）、信用事業(」Aバン

ク、営農資金融資）

鵬

「十勝川西長いも」地域団体商標(2006年） 十勝川西長いも選果場（洗浄選別装置）

地理的表示保護制度(2016年） 2008年 HACCP取得

受賞のポイント

●北海道で第1号となる地域団体商標「十勝川西長いも」を2006年に

権利取得。権利取得したことで、「地域のブランド品」という共通意識

を高め、生産者や選果場の職員のモチベーションを向上させることに

成功。また、国内では規格外の太物が、台湾では歓迎されたため、サ

イズで国内外の市場を分けて海外輸出を着実に拡大した結果、長い

も10a当たりの収入は、輸出開始前に比べて3割以上UPし、農 家

の所得が拡大している。

●帯広市川西地域及びその近隣地域で生産され、徹底した品質管理がな

された長いもに対し、商標の使用を認めるために、登録商標運用筐理

規程を整備し、統一的な運用の下で商標を使用を許諾することとした。

また安全安心の取組として2008年に世界でも例がない農産物選果場

での「HACCP認証」の取得や2017年には高度な品質保 証とされる国 

際規格「SQF認証」を取得するなどブランドの構築につなげている。

●国内向け販売用の段ボール箱には、地域団体商標マー クを印字し、地 

域の旗印ブランドであることのアピールに活用している。また、輸出用

の段ボールには地理的表示(GI)マークを印字し模倣品を抑止する対策

も講じている。 

12 知財功労賞 受賞企業
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令和2年度知的財産権制度活用優良企業等表彰

知財功労賞 特許庁長官表彰
（表彰区分／五十音順）

ーキュ ー ピー株式会社 代表取締役社長執行役員 長：南i 瓶！

会社概要
所在地：東京都渋谷区渋谷1-4-13

設 立： 1919年

資本金：24,140百万円

従業員：15,452名

事業内容：「マヨネーズソ ース」その他一般ソ ース類の製造販売、各種

瓶罐詰食料品その他各種食料品の製造販売、医薬原料、医

薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品、その他化学製品の製

造販売 等

闊

L 

マヨネー ズ 「サラダクラブ」プラン点の 食呂用ヒアルロン酸の素材ブランド

パッケ ー ジサラダ 「ヒアベスト」ロゴと粉末

受賞のポイント

●キユー ヒ。一商標、キユー ピ—人形商標は世界93か国で、赤い網目商標

は世界62か国で出願・権利化している。また、使用範囲や表記方法を

規定し、統ーしたブランドイメ ー ジで商品展開していることや、他社の

商標出願や使用状況を細かくチェックして、必要に応じて権利行使等

することでブランド価値の向上に努めていることもあり、消喪者から支

持されるブランドでは、国内トップクラスである。

●商標権と特許権を組み合わ せた知財ミックスで、独自機能を有するヒ

アルロン酸の製法特許、用途特許等を権利者取得して参入障壁の強化

や商品価値をアピールする取り組みを推進するとともに、ヒアルロン等

の素材の販売先には商標「ヒァロオリゴ」「ヒアベスト」等の使用を無償

で許諾して、ブランドの効果的な普及を図っている。

●中国でもブランド認知を進めてきたことから、キュー ピ―の中国語表記

である「丘比」を、著名な商標に付与される馳名商標登録に成功し、模倣

品や類似商標の排除を推進している。

知財活用企業（商標） 小林製薬株式会社 代表取締役社長 l」＼材木 軍3告

会社概要
所在地：大阪府大阪市中央区道修町4丁目4番10号

KDX小林道修町ビル

設 立：1919年

資本金：3,450百万円

従業員： 3,435名（連結）

事業内容：医薬品、医薬部外品、化粧品、芳香剤、洗浄剤、衛生用品など

の製造販売

瓢

あ«.t;;,:
＼心なI

をカタチにする

鳴JI\林製薬

熱さまシ ート、糸ようじ CM冒頭企業紹介マーク 液体ブルー レット

受賞のポイント

● 「世にない製品で新市場を創造する」というビジネスモデルの下、製品

特性をわかりやすく伝えるネーミング・広告にこだわり、それらを商標

権で確実に保護している。また、「あったらいいなをカタチに」する世に

ない製品で市場を創造しているため、商標がそのまま市場で代名詞的

に消喪者に認知（柄付きフロス：糸ようじ、冷却シート：熱さまシート）さ

れうる。そのため、普通名称化することのないよう、戦略的商標登録と

普通名称化防止活動を積極的に実施している。

●サウンドロゴ「あ！小林製薬」を音商標で保護し、これをテレビ広告で活

用する等の施策を通じコ ーポレートブランドを高めている。それにより

個別製品ブランドを支援し、投資効率を向上させている。

●開拓した新市場の将来像を予測し、商標のみでなく意匠や特許も活

用して多面的に商品保護を行っている。開発品の差別化点を特許・意

匠・商標を相互補完・重畳的に活用して保護する戦略であり、開発初

期から事業部と知財部門が連携し計画的に実行している。また、将

来の事業戦略を見据えたグロ ーバルな知的財産権の確保（過去2年

間で34か国に約800件の商標を出願・登録している）、徹底した模

倣品対策を実施している。

知財功労賞 受賞企業 13
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知財功労賞 特許庁長官表彰
（表彰区分／五十音順）

ー株式会社プロドロー ン 代表取締役社長 河I野； 雅一

会社概要

所在地：愛知県名古屋市天白区中平1-115

設 立： 2015年 璽
資本金： 100百万円

従業員： 37名

事業内容：産業用ドロ ーンシステムの研究·開発・製造・コンサルティン

グ、産業用ドロ ーンに関する各種受託開発及びODM·量

産、産業用ドロ ーン飛行制御システムの研究開発 等

世界初の2本の
ロボットアームをもつドローン

14 知財功労賞 受賞企業

最大2時間200Kmの飛行が可能な
シングルロータードローン

対話型救助用パッセンジャー
ドローンrsuKuu」

受賞のポイント

●特許 を経営戦略上の有用な手段と位置づけ、設立当初から積極的な知

財活動 を行っている。変化の激しい産業用ドロ ーン分野では教科書的

な三位一 体の 知財戦略は通用せず、状況に応じた箇機応変な采配が求

められる。そ こで 同社では、知財活動の指揮命令系統を社長官轄とし、

機動的かつ柔軟でありなが らも特許ポー ト フオリオが しかるべき形で

構築されていく体制を整えている。

●海外への事業展開に先立ち、他社によるフリ ーライドやブランド価値の

棄損を防ぐべく、米国、中国、オーストラリア等の海外でも特許や商標の

権利を取得している。また、中 小企業にとって外国出願のコストは非常

に大きな負担となる。同社では最小限のコストで最大限の成果をあげ

るべく、助成金や補助金、軽減措置等 を フルに活用可能であり、かつ外

国での中間対応回数を抑えるこ とができる独自の特許出願プロセスを

策定している。

●技術力を高く評価される同社が他社から受託する開発は、難度の高いも

のが多いこともあり、開発時に生まれた発明は 同社の 単独出願 とするこ

とを原則として受託することとしている。単独出願にて権利確保すること

で、その後の改良も同社 が継続的に受託することを可能にしている。





「発明のB」とは？

1885年（明治18年）4月18日、 日本の産業の発展の基礎となった

専売特許条例（現在の特許法）が公布された日です。
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