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■経済産業大臣表彰 

知的財産権制度関係功労者 (50 音順) 

原山 優子 氏 ［エルゼビア財団外部取締役] 

知的財産が科学技術政策の柱と位置づけられてから早２０年。その間

に、知的財産が対象とする価値の源泉は拡大の一途を遂げ、今日に至

っては情報にその重心が移りつつある。知的財産の長い歴史の中、こ

の変革期に、知的財産の政策論議及び教育に携わることができたこと

は光栄であり、またその重責を感じる。今後も、科学技術、そしてイノベ

ーションに寄与する知的財産の在り方を追求していきたい。 

 

 

 

 

 

福井 邦顕 氏 ［日本全薬工業株式会社代表取締役会長] 

この度の受賞は、福島県発明協会の長年に亘る知財総合支援窓口事

業が評価されたものと受け止めており、担当者に成り代わり厚く御礼を

申し上げます。県内の知財関連団体との「連携会議」を年２回主催し、

年々充実し「産学官金」の連携が進展していることは喜ばしい限りです。

今後はロボット、水素製造、医療機器、再エネなどの新産業クラスター

の創造の中で、多くの知財が産み出されるよう協会としても支援を強化

して参りたいと考えております。ありがとうございました。 

 

 

 

 

知的財産権制度活用優良企業等 

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 （知財活用企業（特許）） ［茨城県］ 

『人』と『サイバー・フィジカル空間』を融合する『サイバニクス』という新学

術領域を開拓し、ロボット産業、ＩＴ産業に続く「サイバニクス産業」の創

出に向けて、国際知財戦略委員会での活動、国内外を含めた特許ポー

トフォリオ構築、知財デューデリジェンス、サイバニクス技術の国際標準

化への取り組みなどを推進して参りました。このような活動が評価され、

このたび、知財功労賞の栄に浴し、心から嬉しく思っております。 

 

 

 

 

 

受賞者のコメント 

福井 邦顕 氏 

代表取締役社長/CEO 

山海 嘉之 氏 

原山 優子 氏 



- 2 - 

ダイキン工業株式会社 （知財活用企業（特許）） ［大阪府］ 

この度は、知財功労賞「経済産業大臣表彰」を賜り誠に光栄に存じます。

企業においては、お客様のニーズを的確に捉え、事業を支えていく革新

的な技術を生み出すと共に、その新しい技術をどのように価値の高い知

的財産とし、その知的財産をどのように事業に活用していくかという知財

戦略が重要と考えています。今回の受賞を励みとし、研究開発部門と知

財部門とが一丸となって知財戦略を練り上げ、社会課題の解決に貢献

してまいります。 

 

 

 

 

株式会社日立製作所 （知財活用企業（特許）） ［東京都］ 

この度は、知財功労賞「経済産業大臣表彰」を賜り、誠に光栄に存じま

す。当社では、知財を事業拡大のための重要な要素と位置付けており、

具体的には、知財を競争力向上に活用する「競争知財戦略」と、知財を

パートナーシップ促進に活用する「協創知財戦略」とを戦略に組み込ん

で事業を進めています。また、SDGs 達成や Society5.0 実現のため、社

会課題解決に向けた知財活用などの新たな取り組みにも積極的にチャ

レンジしています。今回の名誉ある受賞を励みとし、今後も、知的財産

制度を活用しながら、社会に新たな価値を提供する社会イノベーション

事業を推進して参ります。 

 

 

株式会社アシックス （知財活用企業（商標）） ［兵庫県］ 

この度、令和２年度知財功労賞、経済産業大臣表彰の「知的財産権制

度活用優良企業等表彰（商標）」を賜りましたこと、大変光栄に存じます。

当社は、ビジョンである「スポーツでつちかった知的技術により、質の高

いライフスタイルを創造する」の実現に向け、世界の人々が健康で幸せ

な生活を実現できる製品やサービスの提供に努めております。今回の

栄えある受賞を機に、引き続き当社研究所を中心につちかってきた独自

の知的技術を保護し、知的財産権の効果的な獲得や模倣品に対する権

利行使等に注力して、信頼されるブランドの構築に取り組んでまいりま

す。 

 

 

 

  

  

代表取締役社長 兼 CEO 

十河 政則 氏 

執行役社長 兼 CEO 

東原 敏昭 氏 

知的財産部 部長 

齊藤 浩二 氏 
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Ｓｐｉｂｅｒ株式会社 （知財活用ベンチャー） ［山形県］ 

知財功労賞経済産業大臣表彰を賜り誠に光栄に思います。当社のブリ

ュード・プロテイン™は植物由来のバイオマスを主原料とし微生物発酵の

力を使って合成する新素材です。多様な機能設計が可能であり、素材

産業が抱える様々な課題の解決に貢献できると信じています。１５年以

上開発を続け、特許を中心とした知的財産を蓄積して参りました。今回

このような賞を頂けたことは大変励みになります。昨今の新型コロナウィ

ルスは社会に様々な影を落としております。被害に遭われた方々へこの

場をお借りして謹んでお見舞い申し上げます。未来に希望を持てる社会

を実現できるよう、私たちにできる貢献をこれからも模索して参りたいと

思います。 

 

武田薬品工業株式会社 （オープンイノベーション推進企業） ［大阪府］ 

この度は知財功労賞「経済産業大臣表彰」を賜り、誠に光栄に存じます。

関係者の皆様に心から感謝申し上げます。研究開発型の製薬企業には、

グローバルに展開できる革新的医薬品を提供し続けることが求められ

ており、当社は自社開発に加えオープンイノベーションも活用しながら、

世界に通用するイノベーティブな新薬の創出にチャレンジしております。

今後も患者さんを第一に、ステークホルダーの皆様から「ベスト・イン・ク

ラス」と評価される企業を目指して参ります。 

 

 

 

 

ＴＯＴＯ株式会社 （デザイン経営企業） ［福岡県］ 

この度は、知財功労賞「経済産業大臣表彰」を賜り、光栄に存じます。当

社は「健康で文化的な生活を提供したい」という創立時からのスピリット

を脈々と受け継ぎ、「デザインと機能の高度な融合」をＴＯＴＯのデザイン

経営の根幹とし、商品企画開発プロセス、お客様ニーズの分析、ＴＯＴＯ

独自技術の研究開発など、あらゆる価値創造活動で挑戦を続けていま

す。今回の受賞を励みに、今後も世界中のお客様に、快適で清潔な水

まわり空間をお届けできるよう、全社一丸となって取り組んでまいります。 

 

 

 

 

  

  

  

取締役 兼 執行役 

菅原 潤一 氏 

グローバル知的財産ヘッド 

奥村 浩也 氏 

代表取締役 副社長執行役員 

白川 敬 氏 
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■特許庁長官表彰 

知的財産権制度関係功労者 (50 音順) 

亀井 正博 氏 ［一般財団法人ソフトウェア情報センター専務理事］ 

この度は栄えある賞を頂戴しありがとうございます。誠に光栄に存じま

す。これまで一緒に活動をしてきた（一社）日本知的財産協会や産業団

体の関係の皆様、所属会社の同僚に感謝を申し上げます。激しく変化

する社会において、引き続きイノベーションが奨励、活性化されていくよ

う、知的財産制度のあり方の検討や人材育成において、今後とも微力を

尽くして参りたいと存じます。 

 

 

 

 

 

熊谷 繁 氏 ［熊谷繁弁理士事務所所長］ 

このたびは「知財功労賞」特許庁長官賞を頂き誠にありがとうございま

す。特許庁事務従事者としての経験を生かして、微力ながら中小企業の

知財の普及・啓蒙に尽くして参りました。東北地方において大きな成果

にたどりつくように日々努力を続け、今後も、知財に関して東北地方の

活性化に貢献できるようにして行きたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 

塚越 雅信 氏 ［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］ 

この度は、大変栄誉ある賞を頂戴し誠にありがとうございます。産業の

底力は中小企業やベンチャー企業にあると信じ、長年に渡り地道に支

援してきたことを評価いただきましたのは誠に光栄です。特に東北地域

では素晴らしい企業に巡り合い、震災後の産業復興に寄与する支援人

材の育成にも注力してきました。今回の表彰は更なる活動への期待の

証であると肝に銘じ、今後も日本の産業競争力の強化に寄与すべく精

進して参る所存です。 

 

 

 

 

 

亀井 正博 氏 

熊谷 繁 氏 

塚越 雅信 氏 
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知的財産権制度活用優良企業等 

株式会社タカギ （知財活用企業（特許）） ［福岡県］ 

このたびは、知財功労賞特許庁長官表彰を賜りましたこと、誠に光栄に

存じます。当社は、水資源を有効活用するために、暮らしに必要とする

水を創りだすための『技術』、その技術をかたちとして具現化した『商

品』、そして、暮らしの中で安心して使い続けていただくための『仕組み』

を進化させたいという想いを込め、『水をデザインする。』というスローガ

ンのもと、事業活動を推進しております。この『技術』『商品』『仕組み』そ

して『ブランド』を保護・活用していくためにも、今後も知的財産権を重視

した事業活動を推進してまいります。 

 

 

 

フロンティア・ラボ株式会社 （知財活用企業（特許）） ［福島県］ 

このたびは、知財功労賞特許庁長官表彰を賜り、誠に光栄に存じます。

弊社は、創業当時から産学官連携を始めとして、多くの専門家の皆様よ

り知恵や技術、多大なるご支援を頂きながら、主力製品である熱分解装

置を含めた国際的に競争力のある独創的な製品開発をして参りました。

この栄誉ある受賞を励みに、更なる知的財産の活用に努め、より使い

やすく優れた世界ナンバーワン製品の開発に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

株式会社ミラック光学 （知財活用企業（特許）） ［東京都］ 

この度は、知財功労賞・特許庁長官表彰を賜り、誠に光栄に存じます。

弊社は、特許権・意匠権・商標権を絡み合わせた“知財ミックス”をモット

ーとした商品開発を実践しております。こうした取り組みを評価して頂

き、弊社のような中小企業がこのような名誉を授かったことを励みとし、

これからも“無形の財産”である知財の創出・保護・活用に努め、社会に

貢献できる「知的ものづくり企業」を目指して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

代表取締役会長 

髙城 壽雄 氏 

代表取締役 

村松 洋明 氏 

代表取締役 

渡辺 忠一 氏 
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株式会社イトーキ （知財活用企業（意匠）） ［東京都］ 

この度は、知財功労賞 特許庁長官表彰を賜りましたこと、誠にありがと

うございます。当社は、１８９０年に発明特許品の普及ならびに輸入品を

取り扱う「伊藤喜商店」として創業し、今年で１３０周年を迎えます。この

大きな節目の年に、創業当時に力を入れていた発明特許品に関連した

新しい挑戦が評価され、このような名誉ある賞を頂けたことは大変誇り

に思います。現在のイトーキは「明日の『働く』を、デザインする。」をミッ

ションステートメントに掲げ、オフィスを中心とした働く空間づくりをサポー

トしております。今回の受賞を励みに知財活動を一層強化すると共に、

創業当時から変わらない想いを持ちながら新たな挑戦を続けて参りま

す。 

 

株式会社クロスフォー （知財活用企業（意匠）） ［山梨県］ 

この度は知財功労賞特許庁長官表彰を賜り誠に光栄に存じます。弊社

は知財をビジネスの根幹として捉え、夢あふれる商品を造りつつ、自社

だけでなく顧客の皆様の利益確保へと繋がる姿勢で取り組んで参りまし

た。今回の受賞を励みに、より一層変化と創造に挑戦し、今後も弊社の

経営理念の１つにあるように、世界中の人々の喜びのためにクリエイテ

ィブな美しさを宿したジュエリーを創造し、提供できるよう邁進して参りま

す。 

 

 

 

 

帯広市川西農業協同組合 （知財活用企業（商標）） ［北海道］ 

この度は知財功労賞「特許庁長官表彰」を賜りました事、誠に光栄に存

じます。当ＪＡでは「十勝川西長いも」を地域団体商標や地理的表示保

護制度（ＧＩ）の活用と選果場においては「ＨＡＣＣＰ認証」や「ＳＱＦ認証」

の取得により地域ブランドの構築、確立に努めて参りました。今回の栄

誉ある受賞を十勝川西長いもグループ９ＪＡの生産者とともにこれらの

知的財産を保護・活用し、消費者に対して更に安全安心で高品質な長

いもをお届けできるよう取り組んで参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

代表取締役社長 

平井 嘉朗 氏 

代表取締役社長 

土橋 秀位 氏 

代表理事組合長 

有塚 利宣 氏 
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キユーピー株式会社 （知財活用企業（商標）） ［東京都］ 

この度、栄えある知財功労賞を賜りましたこと、関係者一同この栄誉に

感謝申し上げます。これまで導いて下さいました諸先輩方には心よりお

礼申し上げます。これからもブランド価値の向上と未来を創造する技術

のために、知財活動をより一層力強く推進していく所存です。１９２２年

商標登録となったキユーピーブランドを、希望と信頼の証として次の１００

年の世界へ展開してまいります。更なるご指導賜りますようお願い申し

上げます。 

 

 

 

 

小林製薬株式会社 （知財活用企業（商標）） ［大阪府］ 

この度は知財功労賞を賜り誠に光栄に存じます。当社は「世にない製品

を開発し、わかりやすく伝え、新市場を開拓する」とのビジネスモデルの

下、お客様のお困りごとである「あったらいいな」を見つけ出し、わかりや

すいカタチ（製品）にして、新市場を創造して参りました。当社の「わかり

やすさ」へのこだわりと、これを支える知財活動をご評価頂けたことを大

変嬉しく思います。今後、知財の力を一層活用し、日本で「あったらいい

な」をカタチにしていくことはもちろん、それをスピーディに海外にも展開

して参ります。 

 

 

 

株式会社プロドローン （知財活用ベンチャー） ［愛知県］ 

この度は、知財功労賞「特許庁長官表彰」を賜り、誠に光栄に存じます。

当社のようなハードウェアベンチャーが世界のライバルと互角に渡り合

うためには基本特許をはじめとする知財の獲得は必要不可欠です。当

社の設立第１期であり産業用ドローン元年でもあった２０１５年より、当

社は国内ドローン業界の中でも最も積極的に知財活動に取り組んでき

た会社であると自負しております。本賞の受賞を励みにして、更なる知

財の創出と、知財を活用したグローバルに競争力のある製品・サービス

の創出を行い、当社の経営理念の１番目にも記載されている「社会に絶

対なくてはならない会社になること」を引き続き目指してまいります。 

 

 

 

取締役 上席執行役員 

濱千代 善規 氏 

専務取締役 グループ統括本社本部長 

山根 聡 氏 

代表取締役社長 

河野 雅一 氏 


