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〜 IoT時代の新IT応用ビジネス
先駆的事例と知的財産戦略 〜

は じ め に
近年、IoT・ビッグデータ・AI（人工知能）を始めとする新たなIT分野が様々に話題になっております。特に、
ITを駆使した製造業革新（インダストリー 4.0）の動きや、大型の人工知能研究プロジェクトの取り組みは世界
的なムーブメントとして世界を動かしつつあります。
また、「ドローン」などの飛行ロボットやコミュニケーションロボット、安価となったセンサーと通信システム、
更には急速に普及したスマートフォンを活用したアイデアなど、様々な形でこれまでにない新しいIT応用のビジ
ネスが湧出しつつあり、それにより製造業・インフラ分野・健康分野・農業等々、幅広い分野でのイノベーショ
ンを誘発することが期待されております。
このような中、我が国におきましても、国家ビジョンである「日本再興戦略」の最も重要な手段としてITが位
置づけられており、「世界最高水準のIT国家」を目指しております。
しかしながら、中小企業の多くは、まだ、そのような情報に触れつつも、自身の事業にどのように関われば良
いかやそのリスクについて不明な点も多く、動きを静観している状況であると思われます。
本冊子は、そのような中小企業の方々に参考にしていただくべく、IoT等の新たなITを活用した新ビジネスに
先んじて挑戦している先駆的な事例を掲載すると共に、事業展開時に最も重要となる知的財産戦略についての
マニュアル（手引き）をとりまとめたものです。
本冊子作成につきましては、有識者による「IT分野における先進的知財アイデア（新IT知財）応用商品事業化
促進調査委員会（委員長：大阪大学 産学連携本部 総合企画推進部長 兼 知的財産部長 正城 敏博 教授）
」
を開催しとりまとめ、特に知的財産戦略マニュアルに関しては、インテリクス特許法律事務所
上羽 秀敏

代表パートナー

弁理士に執筆をお願いいたしました。

本冊子作成にご協力いただきました、各位に御礼申し上げますと共に、本冊子により様々な中小企業の方が
IoTなどの新たなIT応用分野への一歩を踏み出すきっかけとなることをご期待申し上げます。
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（参考）近年の「代表的」な新たなITの例
IoT

Internet of Things（モノのインターネット）の略。従来の情報
通信機器に限らず、様々なモノが通信機能を有しインターネットに
繋 がり、多 様 な サ ー ビ ス を 提 供 す ること。IoE (Internet of
Everything)など様々な派生語が生まれている。
機 械 化、電 気 化、自動 化に次ぐ「第4の 産 業 革 命」と呼ばれ、

インダストリー 4.0

IoT の活用による自ら考える工場や、他工場と繋がる工場などの、
「製造業の革新」を指す。ドイツで進められている産業政策が有名。

AI
（人工知能）

ビッグデータ

Artiﬁcial Intelligence（人工知能）の略。自然言語の理解、論理
的な推論、経験学習など、人間の知能が有する機能を備えたコン
ピュータシステム。最近、急速にその能力が進化しつつあり、
オペレー
タ業務への利用など様々な分野への応用が期待されている。
多様な箇所から収集された、多くのデータの塊を指す。これを、
特定の相関を考えるなど、様々な視点で解析することにより、新
たな観点からのマーケティングなど、これまででは出来なかった状
況分析が可能となる。

利用分野

作業工程の可視化を実現

デジラチェ［メモルク］‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
京都機械工具株式会社

インフラ
（メンテナンス）

橋梁検査等特殊用途向けドローン

Albatross ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
菱田伸鉄工業株式会社
現在地や混雑状況を発信

交通システム

バスロケーションサービス ‥‥‥‥‥‥ 3
みなと観光バス株式会社

独自のノウハウによる環境計測
監視計測

無線環境監視システム ‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
地球観測株式会社

自動運転
（農業等）

超高精度測位技術の自動運転応用

GNSS慣性計測システム ‥‥‥‥‥‥ 5

マゼランシステムズジャパン株式会社
画像等の原本保証

表現ビジネス等

デジタルデータ改ざん検出システム ‥‥ 6
株式会社扶桑プレシジョン

社会
サービス

空き駐車場の有効共同利用

akippa ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
akippa株式会社

うつ予防・改善アプリ開発

ヘルスケア

うつゼロプロジェクト ‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
うつゼロプロジェクトコンソーシアム（事務局：株式会社SRS技研）

生活サービス
（アミューズメント）

絵本をＩＴで機能拡張

PLAYFUL BOOKS ‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
株式会社STARRYWORKS

生活サービス
（管理）

家電等の保証書の電子管理

Warrantee ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
株式会社Warrantee

先駆的事例

製造業
（生産管理）

製品・サービス／企業名

先駆的事例

製造業
（生産管理）

作業のデジタル化により、
「正確性・信頼性を向上」
する事例

作業工程の可視化を実現

デジラチェ［メモルク］

京都機械工具株式会社
URL
TEL

http://ktc.jp/
0774-46-3700

◆製品・サービスの特徴

ボルト等の締め付け工具（ラチェットレンチ）の締め付けトルク値をデ
ジタル表示し、データをPCやサーバで管理
作業を見える化しコンピュータ処理することにより、締め忘れ、締め過
ぎ等を防止すると共に、管理者が容易でより確かなトルク管理をするこ
とが可能
スマートグラスとの連携により、映像による確認や撮影機能を開発中
インターネット
でのデータ送信

データ送信
デジラチェ
［メモルク］

サーバ

作業者用PC

データ
表示

データ
表示

作業者

データ
表示

作業確認

管理者

デジラチェ［メモルク］の仕組み

概

要

ニーズへの対応

 トルク値のデジタル表示、ランプや音による見える化でネジ

 不適切なトルク管理による故障

 トルク値、締結箇所や日時等のデジタル記録により、容易で

 作業記録のデジタル化で、作業

の締め忘れ、締め過ぎ等を防止
より確かなトルク管理が可能

 機能を絞ることでコストを低減
 ウエストユニティス㈱のスマートグラス「InfoLinker」と連
携したデジラチェ［メモルク］を開発中
スマートグラスでのトルク値確認や作業の自動撮影を実現
（平成27年度戦略的基盤技術高度化支援事業採択案件）

会社概要

所在地

：〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地
128番地
従業員数 ：214名
資本金 ：10億3208万円
設立
：1950年
代表者名 ：代表取締役 宇城 邦英
ＴＥＬ ： 0774-46-3700
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デジラチェ［メモルク］

や事故の低減
効率の向上

 導入・運用が容易で、小型・簡便・
安価な工具

事業内容

自動車整備用工具、一般作業工具の製造販売 等
＜知財戦略＞
トルク値のデジタル化に関する特許取得
デジラチェシリーズで意匠取得
（グッドデザイン賞受賞）
URL：http://ktc.jp/

先駆的事例

インフラ

（メンテナンス）

カスタマイズ可能な「ドローン」活用ビジネス
（橋梁検査等）事例

橋梁検査等特殊用途向けドローン

Albatross

菱田伸鉄工業株式会社
URL
TEL

http://www.i-hishida.com/
072-244-6905

◆製品・サービスの特徴

3kgまでの機材を搭載できるなど、利用用途に応じ自在にカスタマイズ
可能なドローン（飛行ロボット）を開発
例えば、機体上部にカメラを搭載し「見上げる撮影」による橋梁検査が
可能であるなど、特殊な場面で活躍
機器開発販売だけではなく、機器を使用した検査支援サービスによる新
たなビジネスモデルも検討中
アルバトロス
カメラ等

操作

データ送信
多様なカスタマイズ
が可能

PC、
モニタ

操作者

飛行状態確認、
ログデータ記録
画像データ確認

アルバトロスの仕組み

概

アルバトロス

要

ニーズへの対応

 カメラ等3kgまでの機材を搭載するなどカスタマイズが可能  従来のドローンと異なりカスタ
マイズ可能で、橋梁検査などの
 上部にカメラを搭載することで橋梁検査など特殊用途で活躍
特殊用途での使用が可能
 姿勢制御技術等を有する徳島大学や他企業と連携することで、
 機器販売ではユーザの費用や維
新事業となるアルバトロスを開発
 より高精度な橋梁検査実現に向け、大阪市立大学、ひび割れ

計測器を開発するクモノスコーポレーション㈱との連携によ
る点検システムを開発中

会社概要

所在地 ：〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町2丁7番2号
従業員数 ：4名
資本金 ：1000万円
設立
：1920年
代表者名 ：代表取締役社長 菱田 聡
ＴＥＬ ：072-244-6905

持管理等の負担が大きくなるた
め、検査支援等のサービスとし
ての提供を検討

事業内容

ロボットシステムや業務支援ソフトの開発 等
＜知財戦略＞
基本特許（浮遊移動体制御）を有する
立命館大学との独占使用契約により
ビジネス化
URL：http://www.i-hishida.com/
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先駆的事例

交通システム

リアルタイムな情報配信で「ユーザの利便性・満足度を
向上」する事例

現在地や混雑状況を発信

バスロケーションサービス

みなと観光バス株式会社
URL
TEL

http://www.kobe-minato.co.jp/
078-845-3710

◆製品・サービスの特徴

バスが遅延した際の状況等をユーザがリアルタイムにわかるようにする
ことで、ユーザの利便性・満足度を向上
汎用デバイスを用いた自社開発により、安価なシステムを構築
乗降数など取得したデータを活用・公開することによる新たなサービス
展開を検討中

バスロケーション
サービス

バスの位置情報・
混雑状況を提供

集約データを
地図表示

バス
ユーザ

乗客
（スマホ）

スマホの電波発信から
乗車状況を把握

バス

サーバ

車両情報

（みなと観光バス）

位置情報等を送信

GPS

バスロケーションサービスの仕組み

概

要

 GPSによりバスの位置情報を取得し、リアルタイムで
地図上にバスの位置情報を表示

 Googleマップ上にバスの位置を表示することで、ユー
ザの視認性を向上

 スマホ等の電波を計測し、混雑状況も取得
 運転手のバイタルデータも取得し、健康管理も同時に実施
会社概要

所在地

：〒658-0031 兵庫県神戸市東灘区向洋町東
1丁目4番
従業員数 ：100名
資本金 ：5000万円
設立
：1991年
代表者名 ：代表取締役社長 松本 浩之
ＴＥＬ ：078-845-3710
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バスロケーションサービス

※Google Mapsを利用しています。
Google Maps は、Google Inc.の商標です。

ニーズへの対応

 バスの遅延状況や混雑状況を分

かるようにすることで、ユーザ
の利便性・満足度を向上

 冷凍トラック等の車内温度を取
得・管理することで、適切な運
搬を証明

事業内容

乗合バス事業、貸切バス事業

URL：http://www.kobe-minato.co.jp/

先駆的事例

監視計測

IoTを環境計測に活かす事例

独自のノウハウによる環境計測

無線環境監視システム

地球観測株式会社
URL
TEL

http://www.earth-watch.jp/
06-6170-2477

◆製品・サービスの特徴

斜面災害（地滑り）を予測する地盤形状監視や、トンネル監視・美術館
の環境監視など、各分野に特化した独自のノウハウを駆使した、効率的・
効果的な無線環境監視システムを提供
電池駆動による超低消費電力の無線計測器を開発、独自のノウハウで
配置・計測、スマホ・タブレット等での常時確認を実現

Web

小型通信機
マルチホップ無線
ネットワーク通信
で測定値を送信

3G回線

基地局
地盤の変状を
面的に捕捉

ユーザ
PC・
スマホ

斜面災害監視システムの仕組み

概

実際の活用場面

要

小型通信機

ニーズへの対応

 電池駆動による超低消費電力で長期間メンテナンスフリーな  道路防災、美術館環境改善、文
機器を開発、独自のノウハウで配置・計測することで、機器
や作業に係るコストを低減させるとともに、高密度・高精度
な測定を実現

 サーバに蓄積したビッグデータにより精度向上を図り、スマ
ホにより確認可能なサービスを提供

会社概要

所在地 ：〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1番10号206室
従業員数 ：4名
資本金 ：2000万円
設立
：2006年
代表者名 ：代表取締役 藤田 行茂
ＴＥＬ ：06-6170-2477

化遺産保存など、分野の異なる
計測ニーズに対応

 高密度・高精度に測定する高価

な無線環境監視システムを、簡
便にすることで安価に提供する
ことを実現

事業内容

防災と地球環境に関するソリューションの提案
＜知財戦略＞
大阪大学の研究成果を社会還元（事業化）
環境計測や監視に関する特許を
複数取得
URL：http://www.earth-watch.jp/
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先駆的事例

自動運転
（農業等）

高機能なシステムを「革新的に低廉化」することにより、
新市場を創出する事例

超高精度測位技術の自動運転応用

GNSS 慣性計測システム

マゼランシステムズジャパン株式会社
URL
TEL

http://www.magellan.jp/
06-4950-5520

◆製品・サービスの特徴

農業機器、産業機器等の自動運転において必要とされるセンチメートル
級の高精度な位置、速度、姿勢等の情報提供システム
高 精 度GNSS（全 地 球 航 法 衛 星 シ ス テ ム※1）受 信 機 と 慣 性 計 測 装 置
(IMU※2)を組み合わせることで、数センチ単位での機器制御が可能
従来、非常に高額であった、高精度GNSSと慣性計測装置を組み合わ
せたシステムに対して革新的な低廉化を実現し、農業機器や産業機器の
応用等様々な用途に拡大
GNSS衛星

農業機器など
高精度GNSS
受信機

相互補完し
精度を向上

機器の傾き補正

IMU

機器の位置・速度・
姿勢情報を算出

GNSS慣性計測システムの仕組み

概

GNSS慣性計測システムを搭載した農業機器

要

ニーズへの対応

 高精度GNSSシステム＋IMUの高度カップリング技術

 農業機器等の自動運転に必要と

 低廉化

 将来、準天頂衛星システムとの

センチメートル級の精度を持つ高精度衛星測位技術と慣性
計測装置を独自のカップリング技術により組み合わせ、安
定した高精度な位置、姿勢角、速度等をリアルアイムで提供
GPS衛星とGLONASS衛星のL1帯に限定した小回路規
模 の 高 精 度GNSS測 位 デ バ イ ス と 低 価 格MEMSセ ン
サーを独自に高度に組み合わせることで飛躍的にコスト
ダウンを図り、低廉化を実現

※１：GNSS（Global Navigation Satellite System（s））

会社概要

所在地

組み合わせにより基地局設置が
不要となり、利便性が更に向上
する予定

※２：IMU（Inertial Measurement Unit）

：〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町七丁目1番3号
尼崎リサーチ・インキュベーションセンター210号
従業員数 ：11名
資本金 ：2億8405万円
設立
：1993年
代表者名 ：代表取締役 岸本 信弘
ＴＥＬ ：06-4950-5520
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なる高精度な位置・速度・姿勢
の情報をリアルタイムかつ低コ
ストで提供可能

事業内容

超高感度・高精度衛星測位システムに関する
研究・開発・ライセンス 等
＜知財戦略＞
GNSS等に関する関連特許を
多数取得
URL：http://www.magellan.jp/

先駆的事例

表現
ビジネス等

デジタルデータの信頼性を測定する
ビジネスモデルの事例

画像等の原本保証

デジタルデータ改ざん検出システム

株式会社扶桑プレシジョン
URL
TEL

http://www.fuso.co.jp/
075-353-0678

◆製品・サービスの特徴

写真や動画などのデジタルデータが改ざんされているかを、独自の
アルゴリズムで改ざん可能性を自動的・定量的に判断
改ざんの可能性がある数万件の画像データを一日で検査可能
工事現場の記録写真、美術館や博物館のアーカイブデジタル化画像、
報道写真、学術データ等の信憑性の保証や改ざんの判定に活用

検出対象
画像データ

改ざん
箇所

改ざん
検出

提供

システム

判定結果

改ざん
を摘出
ノイズ変換された
箇所を検出！

デジタルデータ改ざん検出システムの仕組み

概

要

画像データ改ざんの検出例

ニーズへの対応

 写真や動画などのデジタルデータが編集されていると、

 デジタル画像等の増大に伴い、

 工事現場記録写真、プロバイダ事業者の掲載画像、美術

 機械が自動的に判断することで、

その編集点を独自のアルゴリズムにより自動的・定量的
に見つけだし、改ざんの可能性があると判断

館博物館のアーカイブデジタル化画像、報道写真、学術
データ等の信憑性の保証や改ざんの判定に活用

会社概要

所在地

：〒600-8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町
284番地
従業員数 ：7名
資本金 ：1500万円
設立
：1995年
代表者名 ：代表取締役 竹田 直人
ＴＥＬ ：075-353-0678

その改ざんの可能性を自動的・
定量的に判断するシステムを開発
検査期間の短縮化を実現

事業内容

印刷機器関連のソフトウェアや画像処理系の
ソフトウェア開発
＜知財戦略＞
依頼元と共同出願で特許取得する
ことで、取得・維持費用を低減
URL：http://www.fuso.co.jp/
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先駆的事例

社会
サービス

「シェアリングエコノミー」
（対象：駐車場）の事例

空き駐車場の有効共同利用

akippa

akippa株式会社
URL
TEL

https://www.akippa.com/
06-4390-1600

◆製品・サービスの特徴

空いている月極駐車場、個人駐車場等をシェアリングする、オンライン
予約・決済の時間貸し駐車場
借りたい駐車場をスマホやPCから予約し、料金を支払うことで、混雑す
る日や人気スポット周辺でも確実に駐車場を確保
月極駐車場等の活用により、都市部の大型施設や駅周辺等の時間貸し駐
車場不足を解消

akippa

駐車場
オーナー 空き駐車場

マッチング

予約

ユーザ

akippaの仕組み

概

akippaのWebページ、アプリ

要

ニーズへの対応

 空いている月極駐車場、個人駐車場等をシェアリング。
 都市部の大型施設や駅周辺では
 借りたい駐車場をスマホやPCから予約、オンライン決済する 時間貸し駐車場の確保が困難で
ことで、確実な駐車場確保が可能

 関東、関西の大型施設や駅周辺を中心にサービス展開
 現地に赴き遊休地を見つけてはオーナーと契約する地道な
営業活動等により、約600件/月のペースで契約数を増加中

ある一方、月極駐車場や個人駐
車 場 は 空 い て い る 傾 向 に あ り、
それら遊休地の活用により、現
地の時間貸し駐車場不足を解消

 業界第3位の拠点数（2016年2月現在）
会社概要

所在地

：〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2番1号
AXIS本町ビル9階
従業員数 ：73名
資本金 ：9億4943万6576円
設立
：2009年
代表者名 ：代表取締役社長 金谷 元気
ＴＥＬ ：06-4390-1600
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事業内容

akippa、出版、求人広告

URL：https://www.akippa.com/

先駆的事例

ヘルス
ケア

スマホを活用し「病気予防・ストレス緩和サービス」を
提供する事例

うつ予防・改善アプリ開発

うつゼロプロジェクト

うつゼロプロジェクトコンソーシアム（事務局：株式会社SRS技研）
URL
Mail

http://www.srstechlabo.com/
info@srstechlabo.com

◆製品・サービスの特徴

医師およびカウンセラーによるメンタルヘルス・うつ病予防のノウハウ
をベースに、スマホアプリを用いた、問答形式と見守りでの状況把握に
よる発症予防や症状改善プログラム
血液検査、スマホを介した問いかけへの返答等を実績ある独自の判断基
準で分析し、カウンセリング・コーチングへ導入し、うつ病等の発症の
可能性を予防
大学の研究成果等の科学的な根拠に基づいたソフトを開発

うつゼロ予防アプリ
スマホ操作によるユー
ザの状況データの提供

ストレスの緩和、うつ病等の
発症予知、予防や症状改善の
ためのアドバイス

ユーザ

血液検査結果

血液検査

血液検査

うつゼロプロジェクトの仕組み

概

要

 血液検査によるうつ病判定の大学技術をベースに、商品・
サービス化に向けて大学と連携

 事業化を目指して試作開発、ソフト/ハードのパートナー
連携によりプロジェクトを進行中

ニーズへの対応

 10人に2人といわれるメンタル

問 題 に よ る 休 職 予 備 軍 に 対 し、
発症予防等を行うことで、ＱＯＬ
改善や医療費の削減に期待

 BtoBを目指しており、健康診断と合わせて企業が従業
員に対し使用を促すかたちでの導入を想定

会社概要

所在地 ：〒546-0035 大阪市東住吉区山坂3-11-7
従業員数 ：５名
資本金 ：1000万円
設立
：2012年
代表者名 ：代表取締役 小野 恭義
mail
：info@srstechlabo.com

事業内容

福祉用具レンタル・販売事業・経営コンサ
ルティング事業 等
＜知財戦略＞
うつ病に関する判定技術の特許、問答のノ
ウハウを有する大阪大学薬学部
関山教授と連携
URL：http://www.srstechlabo.com/
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先駆的事例

生活サービス

（アミューズメント）

スマホで既存商品の機能を拡張する事例

絵本をITで機能拡張

PLAYFUL BOOKS

株式会社STARRYWORKS
URL
TEL

http://www.starryworks.co.jp/
06-6445-5471

◆製品・サービスの特徴

絵本にスマホをセットし、絵本と連動したアプリにより音や光の効果を
出すことで、既存の絵本ではできない演出を実現
具体的には、開いたページや動作に適した音を出したり、スマート照明
と連携することでページに適した光を演出するなど、絵本が持つ機能を
全く新しいものとして拡張

PLAYFUL
BOOKS

＋
スマホ

ストーリー

演出

同期

光・振動

スマート
照明

＋
音

PLAYFUL BOOKSの仕組み

概

要

 iPhoneの専用アプリで読む絵本を選び、絵本にiPhoneをセッ




ト。iPhoneが、絵本の各ページに開けている穴を通る光の数
を感知し、開いているページを認識
各ページに適した音や、iPhoneとスマート照明「hue」を
連携することで適した照明を演出
絵本に描かれた扉をノックすると、iPhoneが振動を感知し、
ノックの音を演出
絵本の機能を拡張し、既存の絵本ではできない体験を提供

PLAYFUL BOOKS

ニーズへの対応

 子供がデジタルデバイスを使う

ことへの親の不安の解消、子供
達に関心の幅を広げアナログな
物 の 良 さ を 知 っ て も ら う た め、
紙の絵本にデジタル技術を融合

 自分で絵本を描いて音や光の演

出を設定できるキットで、子供

の想像力養成に貢献
※iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※光の演出には、Phillips社の「hue」が別途必要です（hueはPhillips社の商標です）。音の演出はiPhoneのみで体験いただけます。

会社概要

所在地

：〒550-0004 大阪市西区靱本町2丁目2番17号
RE-006ビル 201
従業員数 ：15名
資本金 ：1000万円
設立
：2006年
代表者名 ：代表取締役 木村 幸司
ＴＥＬ ：06-6445-5471
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事業内容

サービス・コンテンツ・プロダクトの企画・
制作・開発

URL：http://www.starryworks.co.jp/

先駆的事例

生活
サービス
（管理）

リアル（保証書）な手続きをサイバー化することで、
「多彩な新サービスを可能」にする事例

家電等の保証書の電子管理

Warrantee

株式会社Warrantee
URL
TEL

http://www.warrantee.co.jp/
06-6227-8775

◆製品・サービスの特徴

家電製品の保証書を、スマホのアプリで電子管理するサービスを提供
40万品目の商品に対応し、保証書の紛失を防止するだけでなく、
アプリから修理依頼や家電製品のライフサイクルの把握も可能
連携するメーカーは、システム使用料を負担することで、ユーザへの
アクセスが可能となり、ユーザは無償で利用可能

提携
企業

保証書
管理

（スマホアプリ）

（約40万品目）

家電
メーカー

Warrantee
Web

ユーザへのアクセス

ユーザ

メーカーからのサービス

Warranteeの仕組み

概

要

Warrantee

ニーズへの対応

 他社が容易に真似できない約40万品目の商品データを

 保証書の紛失を電子管理化する

 ユーザがアプリを使用することで購入後もメーカーから

 マンション管理会社等は、保管

 家庭内の全ての家電の保証書情報を取得するため、家庭

 家電メーカーは、ユーザ情報（購

蓄積

購入者にアクセス可能

内の総括的なデータ収集が可能。また、故障や廃棄など
家電製品のライフサイクルも把握可能

会社概要

所在地

：〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-4-1
KITAHAMA CRAFT1103号室
従業員数 ：10名
資本金 ：7100万円
設立
：2013年
代表者名 ：代表取締役 庄野 裕介
ＴＥＬ ：06-6227-8775

ことで解消

場所が不要となり、管理や修理
依頼の簡素化で業務効率を向上
入日や製品の感想等）を取得す
ることが可能

事業内容

スマホアプリによる保証書の電子化サービス
『Warrantee』

URL：http://www.warrantee.co.jp/
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知的財産戦略

1

知的財産戦略の重要性とポイント

知的財産戦略の経営上の意義を解説します！

1.1

事業戦略・研究開発戦略・知的財産戦略の関係（三位一体）
製造業であってもサービス業であっても事業戦略を立てない企業は存在しません。
特に製造業の場合、事業戦略だけでなく、研究開発戦略も立てます。ニーズ型の場
合は事業戦略に沿って研究開発戦略を立て、シーズ型の場合は研究開発戦略に沿っ
て事業戦略を立てるのが一般的です。したがって、事業戦略と研究開発戦略には必
然的に相関関係を伴うことになります。
これに対して、知的財産戦略は事業戦略から乖離しやすく、研究開発の成果を特
許化しようとする場合、特許になりそうなものだけを選んで出願してしまう傾向が
あります。しかし、事業と無関係なものや関係の薄いもの、事業と関係があっても
特許化しても権利行使が不可能又は困難なものを出願しても事業戦略に貢献しませ
ん。したがって、事業戦略に沿って知的財産戦略を立てることを常に意識すること
が重要となります。

特許権、商標権等の知的財産権をなぜ取得する必要があるのか、
取得するメリット、取得しないデメリットなどを解説します！

1.2

知的財産権の役割（攻めと守り）
新しい商品を事業化するためには、その商品の研究開発を行う必要があります。
研究開発に投下したヒト・モノ・カネを無駄にしないためには、研究開発の成果を
知的財産として資産化することが重要です。研究開発の成果を特許化しない場合、
競合商品の販売を阻止することはできません。その結果、価格競争の激化により利
益率の低下を招き、最悪の場合、事業の撤退も余儀なくされてしまいます。
一方、研究開発の成果を特許化すれば、一定期間、市場を独占し、高い利益率を
維持することができます。その結果、事業をさらに発展させることができます。し
かし、特許を取得しかつ維持するためには費用もかかります。また、特許を出願す
ると、その内容を第三者に知られてしまうことになります。したがって、このよう
な費用対効果を考慮して特許を出願すべきか否かを決定する必要があります。
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知的財産戦略

2

仮想商品「つながるくん」について

マニュアルで適宜引用するIoTの仮想商品を説明します！

2.1

仮想商品「つながるくん」サービス
各章において、IoT製品を対象とした知的財産戦略について、以下の仕様の仮想商品
「つながるくん」サービスを事例にして具体的に説明します。
つながるくんサービス
a）概要
A社では他社と連携し、温度や人感センサーを搭載しインターネットやスマート
フォンと接続できる同社商品「つながるくん」を用いたユニークなサービスを提
供しています。
＜応用例＞
・遠隔での音声・画像での双方向コミュニケーション
・人の状態を認識することによる、見守り・介護支援
・プラントやインフラ等の予防保全、メンテナンス
・遠隔医療診断支援
・取得した情報（ビッグデータ）を分析し、機器の交換時期や患者の病名を予測
提供サービス：つながるくんサービス

商品：つながるくん

b）仕様
■ 商品「つながるくん」
（1）機能
・温度・湿度・照度・人感などの各種センサー
・4Kカメラ（360°）、・マイク・スピーカ、・プロジェクタ機能
・首ふり制御（上下、横回転）
・人認識機能（「つながるくん」で処理、クラウド上でAI学習し更新）
（2）ネットワーク接続
WiFi、Bluetoothにより、インターネットやスマートフォンと接続
・スマートフォンのアプリ
・「つながるくん」の設定、制御等を行うためのアプリ
・各種情報を提供するための操作アプリ
■オープンソース活用
プラットフォームとしてオープンソースをライセンスし、独自の機能追加や
カスタマイズした製品化を可能とします。
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3

知的財産権ミックスの考え方

知的財産権の種類を解説します！

3.1

各種知的財産権の対比
知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権のように、客観的内容を
同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」のほか、著作権や不
正競争防止法上の利益のように、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的
独占権」があります。
表１
権利取得費用

法律

保護対象

手続

審査

権利の始期

権利の終期

※弁理士手数料を
含む目安

権利取得期間

特許法

技術的なアイデア

特許出願

有

登録

出願から20年

50‑100万円

1〜5年

実用新案法

技術的なアイデア
（物品の形状・構造・
組合せに係るものに限る）

実用新案
登録出願

無

登録

出願から10年

25‑35万円

数ヶ月

意匠法

物品のデザイン

意匠登録
出願

有

登録

登録から20年

10‑40万円

6ヶ月〜1年

商標法

商品・サービスの名称

商標登録
出願

有

登録

永久
（10年毎に更新）

10‑30万円

6ヶ月〜1年

―

―

―

―

著作権法

著作物

不要

―

創作

著作者の死後
50年

不正競争防止法

不正競争

不要

―

―

―

（注）権利取得費用は、出願から登録までにかかる特許庁手数料に加え、弁理士に依頼した場合、
その手数料が必要となります。弁理士手数料は、日本弁理士会がホームページで公表してい
る「弁理士の費用（報酬）について」（http://www.jpaa.or.jp/?cat=310）を参考にして
算出した平均的な概算（目安）と理解ください。弁理士手数料はあくまで当事者間の合意で
決定されます。

特許権の要件について、特にIoTの場合の留意点を説明します！
特許権は、最も重要な知的財産権であり、技術的なアイデアを独占できる権利です。特
許法では、技術的なアイデアを「発明」と呼び、「自然法則を利用した技術的思想の創作の
うち高度のもの」と定義しています。特許を受けるためには、新規性（公知発明でないこと）、
進歩性（公知発明から容易に創作できないこと）などの特許要件を備えていなければなり
ません。
IoTの場合、既存技術の組合せの発明であるため、特許にならないように思えるかもしれ
ません。しかし、ほとんど全ての発明は組合せの発明であり、細かく分離すれば各々は既
存技術になってしまいます。組合せが新規であり、しかも単なる寄せ集めではなく、組合
せにより従来なかった特有の効果を奏するものであれば、進歩性があると認められます。
物がネットワーク経由で相互に接続され、これにより物単体では実現できなかった新しい
機能を発揮するものであれば、特許性は十分にあると考えて良いことになります。特許性
は技術が複雑か否かで判断するのではなく、最も近い先行技術から出発してその発明に到
達するのが容易か否かで判断します。したがって、専門家であっても先行技術調査をしな
ければ特許性の有無を判断することはできません。特許調査は特許情報プラットホーム
「J-PlatPat」（https://www.j-platpat.inpit.go.jp）で誰でも無料で行うことができます。
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3 知的財産権ミックスの考え方

実用新案権、意匠権、商標権の特徴について説明します！
実用新案権は、特許権と同様に、技術的なアイデアを独占できる権利ですが、特許権と異なり、
物品の形状・構造・組合せに関するアイデアに限られます。したがって、物の生産方法、化学物質、
コンピュータプログラムなどを実用新案権で保護することはできません。実用新案法では、技
術的なアイデアを「考案」と呼び、
「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義しています。
特許法上の「発明」は上記の通り「高度のもの」に限られますが、実用新案法上の「考案」は「高
度のもの」に限られません。そのため、「考案」は「小発明」と呼ばれる場合があります。

意匠権は、物品のデザインを独占できる権利です。意匠法では、物品のデザインを「意匠」
と呼び、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起
こさせるもの」と定義しています。

商標権は、商品やサービスの名称を独占できる権利です。商標法では、商品・サービスの
名称を「商標」と呼んでいます。「商標」は、自身の商品・サービスを他人の商品・サービス
と識別するための標識です。

著作権は、著作物を独占できる権利です。著作権法では、「著作物」を「思想又は感情を
創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義して
います。具体的には、言語、音楽、美術、建築、地図、図形、映画、写真、プログラムなど
の著作物があります。

不正競争防止法上の権利は、不正競争を防止できる権利です。「不正競争」には、他人の
周知の商品等表示（商標、商号、氏名など）と同一又は類似のものを使用して他人の商品又
は営業と混同を生じさせる行為、自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一又
は類似のものを使用する行為、他人の商品の形態を模倣した商品を販売等する行為などがあ
ります。
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3 知的財産権ミックスの考え方

各知的財産権の取捨選択のための、出願登録・権利期間について
説明します！
著作権及び不正競争防止法上の権利を取得するためには何ら手続きをする必要はありませ
んが、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を取得するためには所定の出願書類を特許庁
に提出しなければなりません。特許、意匠及び商標は審査を経て登録されますが、実用新案
は無審査で登録されます。
特許権は登録により発生し、出願から20年で消滅します。実用新案権は登録により発生し、
出願から10年で消滅します。意匠権は登録により発生し、登録から20年で消滅します。商標
権は登録により発生し、10年毎に更新する限り永久に存続することになります。著作権は創作
により発生し、著作者の死後50年で消滅します。
特許の場合、出願から登録までにかかる期間は1〜5年程度です。特許出願を審査してもら
うためには出願から3年以内に審査請求をしなければなりません。審査請求をすれば、それか
ら1〜2年程度で審査結果を得ることができます。実用新案の場合、出願から登録までにかか
る期間は通常6 ヶ月以内です。意匠及び商標の場合、出願から登録までにかかる期間は6 ヶ月
〜1年程度となります。

コラム：弁理士からの費用のお話
特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を取得するためには、弁理士に出願書類の作成
から登録までの手続きを依頼するのが一般的です。そのため、これらの権利を取得するた
めには、特許庁に納付する手数料のほか、弁理士に支払う報酬が必要となります。
この弁理士への報酬を含めた「特許権」の取得に必要な費用の目安（以下同様）として、
一般的に50〜100万円程度必要となります。但し、技術の難易度によって出願書類の作成
や審査にかかる負担が大幅に異なるため、必要な費用も大幅に異なることに留意が必要です。
また、実用新案権の場合は、25〜35万円程度になります。実用新案は無審査で登録さ
れるため、必要な費用は特許よりも安くなる場合が多くなります。
「意匠権」の場合は、10〜40万円程度です。原則として6面図が必要で、形態が複雑な
ほど図面代が高くなります。
「商標権」の場合は、10〜30万円程度です。商標を使用する商品やサービスの数が多く
なると、更にコストが嵩むこととなります。

以上の通り、知的財産権によって保護対象が異なり、費用も異なります。費用対効果を考慮
した上で、適切な知的財産権を取捨選択することが重要です。
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3 知的財産権ミックスの考え方

特にソフトについて、特許権と著作権の違いを説明します！

3.2

特許権と著作権
前述した通り、特許権で技術的思想（アイデア）を保護することはできますが、著作
権で思想（アイデア）を保護することはできません。著作権で保護できるのは、思想（ア
イデア）を具体化した表現だけです。具体的には、アルゴリズム（アイデア）をプログ
ラミング言語で表現したコンピュータプログラムは著作権で保護されますが、その背景
にあるアルゴリズム（アイデア）は保護されません。コンピュータプログラムは特許権
でも著作権でも保護されますが、著作権による保護範囲は特許権に比べて著しく狭い
のです。著作権では、デッドコピー（複製）くらいしか禁止できないと考えておくべき
でしょう。
著作権による保護はコンピュータプログラムを開発すれば自動的に受けられますので、
これを積極的に意識する必要はありません。自社のコンピュータプログラムと同じアイ
デアに基づく他社のコンピュータプログラムを排除したいのであれば、特許権を取得す
べきです。

「つながるくん」サービスの場合で解説します！
たとえば仮想商品「つながるくん」サービスの場合、端末装置（つながるくん）、スマートフォ
ン及びクラウドサーバにインストールされる各コンピュータプログラムは、何ら手続きをしなく
ても、全て著作権で保護されます。著作権に加え、特許権による保護も受けるためには、特
許出願をして特許を取得しなければなりません。端末装置、スマートフォン及びクラウドサーバ
で構成されるシステム全体の仕組み、端末装置の仕組み、スマートフォンの仕組み、
クラウドサー
バの仕組みはいずれも、技術的アイデアとして特許を取得できる可能性があります。
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3 知的財産権ミックスの考え方

特許権と実用新案権の選択のポイントを解説します！

3.3

特許権と実用新案権
優れたアイデアは特許を取得し、簡単なアイデアは実用新案を取得する、と一般的に
は理解されています。この理解は必ずしも間違いではないのですが、実際は、実用新
案を取得できるアイデアなら特許を取得できる、と理解した方が良いでしょう。
ただし、1つの同じアイデアで特許と実用新案の両方を取得することはできませんので、
どちらか一方を選択しなければなりません。特許権も実用新案権もともに独占権であり、
権利の効力に差異はありません。しかし、実用新案権の存続期間は10年と、特許権の
半分しかありません。また、実用新案は無審査で登録されるため、登録後に無効になる
可能性が高いのです。
そのため、特許の出願件数は年間で32万件余りあるのに対し、実用新案の出願件
数は年間で7千件余りと、特許の2%程度しかありません。ほとんど特許を選択してい
るのが実情です。

特許より実用新案を選択した方がいい場合を解説します！
では、
どのような場合に実用新案を選択すれば良いのでしょうか。前述した通り、物の生産方法、
化学物質、コンピュータプログラムは実用新案では保護されませんので、特許を選択するしか
ないことになります。これに対して、物品の形状・構造・組合せに関するアイデアであって、
商品寿命は10年以下と予想されるものであれば、実用新案を選択しても良いでしょう。実用
新案は数か月で登録され、取得費用も安いです。物品の形状・構造・組合せに関するアイデ
アであって、特許ほど費用をかけたくないが、可能であれば権利化しておきたいと考えるので
あれば、実用新案を選択すれば良いことになります。
実用新案を選択して出願しても3年以内であれば特許出願に変更することができます。逆に、
特許を選択して出願しても9年6か月以内であれば実用新案登録出願に変更することができま
す。特許出願は3年以内に審査請求をしなければ取り下げたものとみなされます。10数万円
をかけて審査請求をするほどの価値はなさそうだが、とりあえず権利を確保しておきたいと考
えるのであれば、審査請求をする代わりに特許出願を実用新案登録出願に変更するのも有効
な方法です。

「つながるくん」サービスの場合で解説します！
たとえば仮想商品「つながるくん」サービスの場合、端末装置（つながるくん）の形状・構造・
組合せに関するアイデアは特許でも実用新案でも保護される可能性があります。
また、端末装置にインストールされるコンピュータプログラムに関するアイデアは特許で保
護される可能性はありますが、実用新案では保護されません。
一方、スマートフォンやクラウドサーバの形状・構造・組合せはいずれも既存のものでしょう。
したがって、これらにインストールされるコンピュータプログラムに関するアイデアしか保護さ
れる可能性はないでしょう。
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3 知的財産権ミックスの考え方

特に外観形状について、特許権と意匠権の選択のポイントを
解説します！

3.4

特許権と意匠権
物品の外観形状は、技術的アイデアとして特定すれば特許権（又は実用新案権）で
保護されますが、デザインとして特定すれば意匠権でも保護されます。1つの同じ外観
形状を特許権及び意匠権の両方で保護することも可能です。ただし、それらの権利範
囲は異なります。特許権は、特許請求の範囲に文章で定義された技術的アイデアを独
占することができます。したがって、技術的アイデアを広く定義すれば権利範囲は広く
なります。これに対し、意匠権は、図面に表された1つのデザインとこれに類似するデ
ザインを独占することができます。類似するか否かの判断は需要者の視覚を通じて起こ
させる美感に基づいて客観的に行うことになっていますが、極めてあいまいです。権利
範囲は意匠権よりも特許権の方が明確です。
一般に、技術的アイデアを独占できる特許権の方が意匠権よりも模倣を排除しやす
いのです。したがって、新規な形状については意匠よりも特許を出願することを優先し
て検討すべきです。新規な形状がデザインとしては新規であっても技術的アイデアとし
ては新規でなければ、特許出願を断念し、意匠登録出願にすべきです。意匠権は、類
似範囲が不明確であるため、権利行使をしにくいのですが、模倣品がほぼデッドコピー
であれば、むしろ特許権よりも権利行使をしやすいことになります。意匠権は特許権よ
りも安い費用で取得できるため、デザインの模倣を排除するには有効です。

「つながるくん」サービスの場合で解説します！
たとえば仮想商品「つながるくん」サービスの場合、端末装置（つながるくん）の外観形
状は特許でも意匠でも保護される可能性があります。また、端末装置やスマートフォンに表示
される画面デザインは意匠で保護される可能性があります。

19

知的財産戦略

3 知的財産権ミックスの考え方

商標権と意匠権の対象とともに、意匠権の商標権化について
解説します！

3.5

商標権と意匠権
商品を販売する場合、その商品に名称を付け、かつ、その商品にデザインを施すの
が一般的です。商品の名称は商標権で保護され、商品のデザインは意匠権で保護され
ます。
基本的に、商標権と意匠権は全く異なる権利です。しかし、ある会社が自社の商品（物
品）を同じデザインで長年販売し続けた結果、消費者はそのデザインを見ただけでそ
の会社の商品であることを認識できるようになる場合があります。これは、デザインが
商標化したことを意味します。ほとんどの商標は、文字、図形、記号などで構成され、
平面的なものですが、最近では、立体的な商標も登録されています。
商標権の存続期間は更新すれば永久ですが、意匠権の存続期間は20年です。意匠
権の存続期間が満了すれば、そのデザインを合法的に模倣することができます。しかし、
満了前にそのデザインが商標化していれば、そのデザインを立体商標として登録するこ
とができます。これにより、そのデザインを永久に独占できることになります。

「つながるくん」サービスの場合で解説します！
たとえば仮想商品「つながるくん」サービスの場合、その名称「つながるくん」サービスに
ついて商標登録を受けることができ、また、端末装置（商品）の名称「つながるくん」につ
いても商標登録を受けることができます。一方、端末装置（物品）のデザインについては意
匠登録を受けることができます。
端末装置の発売当初は「つながるくん」という商標を使用していたとしても、端末装置を同
じデザインで長年販売し続けた結果、「つながるくん」が消費者の間で広く認識されるようにな
ると、
「つながるくん」という商標が使用されていなくても、消費者はその端末装置を見て「つ
ながるくん」と認識できるようになる場合があります。このような場合、端末装置のデザイン
を立体商標として登録することができます。これにより、意匠権の存続期間が満了した後もそ
のデザインを独占することができます。
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4

知的財産権侵害トラブルへの対応
侵害発生時の対応から、和解・仲裁・訴訟などによる
解決の流れを説明します！

4.1

トラブルの発生から解決までの流れ
知的財産権侵害のトラブルが発生した場合、まずは当事者間で協議が行われます。
双方がお互いの主張を書面（警告書、回答書など）で伝え、お互いの主張が概ね出
そろったところで、和解を目指して話合いを行います。知的財産権を侵害している
か否か、知的財産権は無効か否か、製造・販売を中止するのか否か、ライセンスを
許諾するのか否か、損害賠償を請求するのか否か、請求する場合その損害額はいく
らかなど、多数の観点から妥協点を模索します。交渉が難航し、膠着状態に陥ると、
どちらか一方（通常は権利者）が訴訟を提起し、もう一方が応訴することになります。
最終的には、裁判所が判決によりトラブルを解決することになります。訴訟中に裁
判所がトラブルを早期に解決するために和解を提案することも多くあります。
訴訟を提起する前に、日本知的財産仲裁センターによる仲裁、調停、判定などを
利用するのも有効です。特に調停は膠着状態の当事者間に第三者が介入して和解を
進めるもので、訴訟よりも安くかつ早くトラブルを解決できる可能性があります。

知的財産権侵害を発見した際の具体的な対応ポイントを解説します！

4.2

模倣を発見した場合の対応
模倣品を入手するとともに、模倣品の製造・販売業者を特定します。入手した模
倣品を分析し、知的財産権を侵害しているか否かについて弁理士又は知的財産権に
詳しい弁護士に相談すべきです。侵害を確信した場合、特定した業者に対し、警告
書（「警告」という厳しい表現を避けて「通知書」とする場合も多いです。）を内容
証明郵便で郵送します。警告書には、模倣品の製造・販売は知的財産権侵害に該当
することを述べた上で、模倣品の製造・販売の中止、損害賠償など、要求事項を述
べます。最後に、1か月程度で返答するように要求します。
ほとんどの場合、相手方から回答書が返って来ます。回答書には、知的財産権は
無効である、知的財産権を侵害していないなど、反論が記載されていることが多く
あります。しかしその一方で、知的財産権は尊重する、訴訟は望まない、話合いに
は応じるなど、和解を示唆する内容が記載されていることが多いです。この回答書
に対し、書簡を返信する場合は、相手方の反論に対する反論を述べます。このよう
な書面のやり取りを数回行った後、話合いの機会を設ける場合が多く、話合いによ
る解決が難しい場合は、侵害訴訟を提起するしかありません。
稀に、相手方から回答書が返って来ない場合もあります。相手方を調査してみると、
既に模倣品の製造・販売を中止している場合もあります。もちろん、警告書を無視し、
模倣品の製造・販売を継続している場合もあり、この場合、回答を催促し、それに
も応じない場合は、話合いによる解決は見込めないので、侵害訴訟を提起するしか
ありません。
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4 知的財産権侵害トラブルへの対応

知的財産権侵害の指摘を受けた場合の対応ポイントを解説します！

4.3

警告を受けた場合の対応
前述と逆に、警告書を受け取る場合もあります。この場合、指摘された知的財産権
を調査し、その知的財産権は有効に存続しているか、無効理由は存在しないか、など
を検討します。また、指摘された模倣品を分析し、知的財産権を侵害しているか否かを
検討します。このとき、弁理士又は知的財産権に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
侵害と判断した場合、仕様変更により侵害を回避できないかを検討すべきです。また、
無効理由が存在しないか徹底的に調査すべきです。特許であれば、出願日よりも前に
公開された文献を調査します。特許庁は日本の特許文献を中心に調査している場合も
多く、外国の特許文献、あるいは特許文献以外の文献（論文、雑誌、新聞など）を調
査するのがより有効と考えられます。侵害が明らかで、無効理由も存在しない場合は、
模倣品の製造・販売を中止するか、権利者に対してライセンス供与をお願いするしかあ
りません。無効理由を発見した場合はその旨を回答することとなります。相手方が無効
を認めない場合は、特許庁に対し、無効審判を請求するという方法もあります。
一方、非侵害と判断した場合はその旨を回答すれば良く、非侵害が明らかな場合であっ
ても無用の訴訟を避けるためには必ず回答をしておくべきです。
実際には、侵害か否か、無効か否かの判断が難しい場合も少なくありません。この
ような場合、当方としては非侵害又は無効と考えている旨を回答するとともに、訴訟を
回避するため、和解に応じる用意がある旨にも言及するとよいでしょう。いずれにしても
難しい判断に迫られますので、ケースバイケースで最適と思われる方法で進めるしかあ
りません。また、侵害か否かについて弁理士又は弁護士に鑑定を依頼するか、特許庁
に判定を請求するのが良いでしょう。
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5

海外展開時の留意点

海外出願におけるパリルート、PCTルートを解説します！

5.1

自社製品を模倣から守る対策
日本の特許権等は日本国内にしか効力が及びません。海外展開時に自社製品を模倣
から守るためには、外国でも特許権等を取得する必要があります。
外国特許を取得する方法として、パリ条約に基づくパリルートと、特許協力条約
（PCT）に基づくPCTルートがあります。パリルートでは、日本の出願日から1年以内
にパリ条約の加盟国に特許出願をすれば、その外国出願は日本の出願日にしたのと同
等に取り扱われます。PCTルートでは、日本の出願日から1年以内に国際出願（「PCT
出願」とも呼ばれます。）をすれば、PCTの全加盟国（140か国余り）に出願したも
のとみなされます。ただし、実際に特許を受けようとする国には、日本の出願日から2
年6か月以内に移行手続きをしなければなりません。PCT出願は日本語で日本特許庁
に提出できること、日本語から各国公用語への翻訳が日本の出願日から2年6か月まで
先延ばしにできることから、最近ではPCT出願を利用する場合が多くなっています。
PCT出願を利用すれば、主要国（米国、欧州、中国、韓国、カナダ、オーストラリア、
ロシア、ブラジル、インド、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィ
リピン、メキシコなど）で特許を取得することができます。ただし、PCTの非加盟国（台湾、
アルゼンチンなど）で特許を取得するには、日本の出願日から1年以内にそれらの国に
各国の公用語で特許出願をしなければなりません。また、欧州にはEPC（欧州特許条約）
がありますので、PCT出願をEPC出願に移行すれば、欧州特許庁によって統一的な審
査が行われ、欧州各国で有効な特許を取得することができます。

出願国の選定のポイントついて解説します！
費用対効果を考慮し、出願国を決定する必要があります。出願国には生産国と消費国を選
択するのが一般的です。市場に流通している模倣品を排除するには、製造業者に差止めを請
求するか、販売業者に差止めを請求することになります。模倣品を発見するのは販売時である
ため、販売業者に差止めを請求するのが手っ取り早いのですが、販売業者が多い場合は容易
ではなく、これに対し、製造業者に差止めを請求すれば、模倣品を一網打尽に排除できるかも
しれません。しかし、製造業者を特定するのは必ずしも容易ではありません。
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5 海外展開時の留意点

「つながるくん」サービスの場合で解説します！
ここで、仮想商品「つながるくん」サービスを模倣から守る対策を検討します。まず出願国
を検討します。出願国の候補としては、このサービスを提供する具体的な予定がある国、この
サービスを今後20年以内に提供する可能性がある国などを挙げることができます。端末装置
「つながるくん」は大量生産され、市場に流通し、各家庭で使用されるものです。したがって、
端末装置の生産国と消費国の両方を出願国として選択するのが良いのです。一方、このサー
ビスを提供するクラウドサーバは、大量生産されるものでも、市場に流通するものでも、各家
庭で使用されるものでもありません。1台のクラウドサーバを日本だけに設置しても、このサー
ビスを提供することができます。そういう意味では日本で特許を取得すれば外国で特許を取得
しなくても良いかもしれません。しかし、逆に言えば、1台のクラウドサーバをどこの国に設置
しても、このサービスを提供することができます。特許を取得していない国であれば、クラウ
ドサーバを設置すること自体は特許権侵害になりません。そういう意味では全ての国で特許を
取得しなければならないことになります。現実的には、クラウドサーバを設置して使用する可能
性がある国を出願国として選択するしかありません。

外国の知的財産権の調査についてポイントを解説します！

5.2

他社の知的財産権を侵害しないための対策
海外展開時には、その国で成立している他社の知的財産権を侵害しないように注意し
なければなりません。外国の特許や商標は各国特許庁のウェブサイトで調査することが
できます。しかし、言語の違いもあり、日本の専門家であっても調査は容易ではありま
せん。精度の高い調査を行うのであれば、やはり現地の専門家に依頼するしかありません。
PCT出願をすれば、日本特許庁による国際調査が行われるので、関連の外国特許を知
ることができます。さらにEPC出願をすれば、欧州特許庁による調査も行われます。こ
れらの調査だけでは外国における特許権侵害を完全に回避することはできませんが、あ
る程度の対策にはなります。

オフショア開発契約、委託開発契約、ライセンス契約などの
締結時のポイントを解説します！

5.3

海外企業との契約上の留意点
開発コストを削減するため、海外企業と委託開発契約や共同開発契約を締結する機
会も増加しています。また、海外企業に製造や販売を委託するために海外企業とライセ
ンス契約を締結する機会も増加しています。海外企業と契約を締結する際には、言語、
法制、常識、習慣、文化などの違いから、国内企業と異なり、意思疎通が難しい場合
が多くあります。その国と日本の両方の事情に精通した専門家に相談するのが望ましい
でしょう。
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6

オープンソース・ソフトウェア活用時のライセンス上の留意点
オープンソース・ソフトウェアの著作権行使についての考え方を
解説します！

6.1

オープンソース・ソフトウェアの仕組み
オープンソース・ソフトウェア（OSS）は、ソースコードが公開されているソフトウェ
アであり、そのライセンスを守る限り自由に利用することができます。OSSを活用すれば、
開発期間や開発費用を大幅に削減することができますが、ライセンス違反を侵さないよ
う、その仕組みを知っておくことは重要です。
ソフトウェアは著作権で保護されます。そのため、著作権者に無断でソフトウェアを複
製したり、改変したりすると、著作権侵害になります。OSSは著作権を放棄するのでは
なく、ライセンスを守っている人に対しては著作権を行使しないことにし、これによりソ
フトウェアの自由な複製や改変を可能にしています。改変したソフトウェアを頒布する際
には、そのソースコードを開示するとともに、元のソフトウェアと同じライセンスを添付
しなければなりません。その結果、1つのオリジナルソフトウェアを特定のライセンスで
頒布すれば、それから派生した多数のソフトウェアが連鎖的に開発されることになります。
ライセンス違反者に対しては著作権を行使することで、この秩序を維持しています。こ
のユニークな考え方はcopyright（著作権）をもじってcopyleft（著作権を置いておく）
と呼ばれます。

オープンソース・ソフトウェアの代表的なライセンスの特徴を
解説します！

6.2

オープンソース・ソフトウェアの留意点
OSSライセンスには多数の種類が存在しますが、最も有名なものはGPL（GNU
General Public License）です。GPL は FSF（Free Software Foundation）が
公表し、バージョン3（GPLv3）が最新です。GPLの下で頒布されたソフトウェアの複製、
実行、再頒布、改変などは全て自由です。ただし、改変したソフトウェアを頒布する際には、
そのソースコードを開示するとともに、元のソフトウェアと同じGPLの下で頒布しなけれ
ばなりません。したがって、その改変して頒布したソフトウェアの複製、実行、再頒布、
改変なども全て許容しなければなりません。もし改変したソフトウェアに自社の特許技術
を含めても、その改変したソフトウェアの利用者に対しては特許権を行使することがで
きません。GPL等のOSSを利用する場合には独自の技術を含めてしまっても良いのか
十分に留意すべきでしょう。
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7

オープン＆クローズ戦略

オープン戦略、クローズ戦略それぞれの狙いや特徴を解説します！
従来、企業は自社で技術開発を行い、その技術を特許化し、他社に技術をライセンスする
ことなく、独占的に事業を展開するのが一般的でした。このような企業戦略はクローズ戦略と
呼ばれます。特許権等の知的財産権は独占権であり、クローズ戦略を推進するために積極的
に利用されてきました。一方、自社の技術を他社に開示し、他社と共同で技術開発を行い、
他社と連携しながら事業を展開する場合もありました。このような企業戦略はオープン戦略と
呼ばれます。昨今では、商品・サービスの多様化、技術の複雑化に伴い、一社単独で技術開
発から事業化までの全てを行うのは難しくなってきていることから、このオープン戦略が注目さ
れつつあります。ただし、オープン戦略といっても、自社の全ての技術を開示し、新たに開発
した全ての技術を特許化することなく事業を展開したのでは、投資・開発リスクを負わない後
発企業に市場を大きく占有されてしまうおそれがあります。したがって、これら2つの戦略を使
い分けるオープン＆クローズ戦略が重要となります。

オープン戦略の最近の事例を解説します！
また、オープン戦略では常に特許を取得しないというわけではありません。むしろ特許を取
得した上で、ライセンスする技術を取捨選択したり、ライセンスする相手（ライセンシー）を
取捨選択したりします。また、共同で開発した技術については共同で特許を取得します。また、
各自の特許をライセンスしあうクロスライセンスをしたり、各社が特許を持ち寄ってパテント
プールを作ったりします。また、インターフェース技術など、競争よりも共通化しなければ普及
しない技術については標準化を試みるべきです。
最近では、トヨタ自動車が燃料電池関連の特許（約5,680件）を無償でライセンスすると
発表しました。燃料電池自動車の市場を大きく育てるためには、水素ステーションの拡充など、
インフラの整備が急務と判断したのでしょう。トヨタ自動車は、水素ステーション関連の特許に
ついては無期限かつ無償でライセンスするとしています。特許を解放するといっても、特許を
放棄したわけではありません。あくまでオープン戦略の下で特許を活用しているのです。

26

知的財産戦略

7 オープン＆クローズ戦略

「つながるくん」サービスの場合で解説します！
オープン＆クローズ戦略では、何をオープンにし、何をクローズにするかが最も重要で、悩
ましい問題でもあります。前述した仮想商品「つながるくん」サービスを例にオープン＆クロー
ズ戦略を検討してみましょう。まず、このサービスを提供した場合にどこで収益を上げるかを想
定することが重要です。端末装置「つながるくん」を販売して収益を上げることも可能でしょう。
しかし、この端末装置は多機能かつ高機能で、かなり高価になりそうです。1台で10万円程度
もすれば、各家庭に普及するのは難しそうです。そこで、端末装置を無償で提供し、「つなが
るくん」サービスの利用料を月額で徴収するのも良さそうです。この場合、端末装置の基本
特許を取得し、これを無償又は安価でライセンスし、複数の業者に端末装置を製造してもらい
ます。複数の業者が端末装置を製造することで、品質と価格で競争を促すことができます。も
ちろん、製造業者が端末装置を改良して特許を取得しても構いません。製造業者は基本特許
のライセンスを受けなければ端末装置を製造することはできません。端末装置のインター
フェース技術を標準化しておけば、端末装置の種類が増えても、本サービスを提供するクラウ
ドサーバに接続することができます。
一方、クラウドサーバを模倣されてしまうと、本サービスを提供して高収益を上げることが難
しくなります。したがって、クラウドサーバに関する技術については基本特許だけでなく周辺特
許も取得することにより、本サービスの参入障壁を形成するのが重要です。
ここでは端末装置をオープンにし、クラウドサーバをクローズにする戦略を例に挙げましたが、
もちろん逆もありうるでしょう。自社のコアコンピタンスを明確にした上で、オープン領域とク
ローズ領域を切り分けるべきでしょう。

「つながるくん」
以外の他社端末も
接続可能

オープン戦略
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付録
特許情報プラットホーム「J-PlatPat」 (https://www.j-platpat.inpit.go.jp)
における、「IT関連」の特許案件がヒットしやすい検索方法
「J-PlatPat」を使用すれば、登録済みの特許だけでなく出願中の特許も無料で簡単に調
査することができます。
トップページから「特許・実用新案テキスト検索」を選択し、「要約＋請求の範囲」に記載
されていると思われるキーワードを入力するだけで、関連の特許を検索することができます。
ただし、キーワード検索だけでは、関係のない特許が多数ヒットする一方で、関係のある特
許が多数漏れることがあります。
これらをできる限り少なくするためには、国際特許分類(IPC：International Patent
Classiﬁcation)を併 用するのが有 用です。「IT関 連」の 特 許を検 索したい のであれば、
「G06F」、「G06Q」などのIPCを用いれば、コンピュータ関連の特許だけに絞り込むことが
できます。なかでも、「G06Q」は、「管理目的、商用目的、金融目的、経営目的、監督目
的又は予測目的に特に適合したデータ処理システム又は方法」に関するIPCですので、ITを
利用して新しいサービスを提供するコンピュータシステムに関する応用技術、いわゆる「ビジ
ネスモデル特許」を検索したい場合に有用です。
「G06Q」の中には、「G06Q10/00」（管理、経営）、「G06Q20/00」（支払アーキ
テクチャ、スキーム、プロトコル）、
「G06Q30/00」
（商取引、たとえば買物、電子商取引）、
「G06Q40/00」（金融、保険、税戦略、法人税・所得税の処理）、「G06Q50/00」（特
定の業種に特に適合したシステム、たとえば公益事業、観光業）、
「G06Q90/00」
（管理目的、
商用目的、金融目的、経営目的、監督目的又は予測目的に特に適合したデータ処理システム）
などがあります。詳細は「J-PlatPat」内のヘルプをご参照ください。
なお、現在のところ「IoT」に関するIPC等はありませんので、「IoT関連」の特許だけを
検索することは難しいと思われます。
IPC分類表は、以下の特許庁のWebサイトで紹介されています。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s̲sonota/kokusai̲t/ipc8wk.htm
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付

録
例として、ヘルスケアに係るIT特許の検索方法について説明します。
はじめに、IPC分類表が紹介されている特許庁Webサイトを開きます。

各セクションの分類表（PDF
ファイル）が格納されたZIP
ファイルをダウンロードでき
ます。

「G0 6Q」の 分 類 表におい
て、該当の分類コードを調べ
るために「Gセクション物理
学」をクリックし、ZIPファイ
ルをダウンロードします。

ZIPファイルを展開すると、左図のように、
PDFファイルが格納されています。

「G06Q」のPDFファイルを開きます。

G06Qの分類表を確認すると、ヘルスケア関係のIPC分類コードは、「50/22」と
なっています。
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付

録

次に、特許検索を行うために、「J-PlatPat」のWebサイトを開きます。

「特許・実用新案」から「３．
特許・実用新案テキスト
検索」を選択します。

「公開特許公報（特開・特表（Ａ）、再公表（Ａ１））」

① を選択します。

② 「IPC」を選択します。

検索条件を絞るために、
④ 「要約＋請求の範囲」
を選択します。

③

検索キーワードに「G06Q50/22」を入力
します。

⑤

検索キーワードに「カメラ
撮影」を入力します。

⑥ 「キーワードで検索」をクリックします。
ヒット件数が表示されます。
「一覧表示」
をクリックすると、
⑦
検索結果の一覧が表示されます。
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付録
知財総合支援窓口
近畿経済産業局特許室では、平成23年度から管内の各府県に「知財総合支援窓口」を設
置し、中小企業等の皆様が経営の中で抱えるアイデア段階から事業展開までの知的財産に関
する悩みや課題等の相談を一元的に受付け、その場で解決を図るワンストップサービスを提
供しております。
皆様からの幅広い相談に対してより専門的な知見をもって迅速に対応するため、一般的な
知的財産に関する相談は、この「知財総合支援窓口」に一本化して受け付けることとしてお
りますので、次項のとおり各府県に設置された知財総合支援窓口を是非ご利用ください。
・窓口に配置する支援担当者が中小企業等の知的財産に関する悩みや課題をその場で解決
支援。知的財産制度の説明や電子出願用端末を設置して電子出願を含めた出願等の手続
支援、知的財産に関する各種支援施策の紹介・説明なども行います。
・高度な専門性を必要とする課題は専門家を活用して支援担当者と協働して解決支援します。
弁理士及び弁護士については、窓口に定期的に駐在（弁理士は週1回以上、弁護士は月1
回以上）して支援を行っています。

◆「知財総合支援窓口」のポータルサイト
http://chizai-portal.jp/index.html
問い合わせ先

◆全国共通ナビダイヤル
TEL：0570-082100
この全国共通ナビダイヤルに電話をかければ、最寄りの知財総合支援窓口につながります。
※列車公衆電話、PHS電話、IP電話（050）、海外からの電話は利用できません。

◆近畿経済産業局管轄の各府県知財総合支援窓口（平成27年度）
福井県
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（一社）福井県発明協会
福井市川合鷲塚町 61 字北稲田 10
TEL：0776−55−2100

滋賀県

（一社）滋賀県発明協会
栗東市上砥山 232
TEL：077−558−4040

京都府

（一社）京都発明協会
京都市下京区中堂寺南町 134
TEL：075−326−0066

大阪府

（一社）大阪発明協会
大阪市北区中之島 4−3−53
TEL：06−6479−3901

兵庫県

奈良県

（公財）新産業創造研究機構
神戸市中央区港島中町 6−1
TEL：078−306−6808
（一社）兵庫県発明協会
神戸市須磨区行平町 3−1−12
TEL：078−731−5847
（一社）奈良県発明協会
奈良市柏木町 129−1
TEL：0742−35−6020

（一社）和歌山県発明協会
和歌山県 和歌山市本町 2−1
TEL：073−499−4105

付録
知財戦略支援策ガイドのご案内（平成27年度版）
近畿地域で活用できる支援策をご紹介しています。是非ご利用ください。詳しくは、下記
URL（PDFファイル）をご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/guide/shiensakuguide.pdf
※検索サイトにおいて、「知財戦略支援策ガイド」と検索いただければ、1番目に本ガイド
等をご紹介しているWebページが、2番目に本ガイド（PDFファイル）が表示されます。
目次
◆ 総合
1. 特許・知財ホームページ
2. 「知財総合支援窓口」
◆ 権利化
3. 審査請求料・特許料の減免制度
4. 審査に関する主な支援制度
＜参考資料＞産業財産権の出願料等
5. 外国出願費用の助成制度
6. 地域団体商標
◆ 権利の活用
7. 海外展開と模倣品対策支援
8. 知財ビジネスマッチング事業
9. その他の支援制度
◆ 知識
10. ワークショップセミナー
11. ガイドブック
◆ その他
12. 役立つサイト情報
13. 専門家・アドバイザーの活用
14. 問い合わせ先一覧
★ 特許庁等講師（無料）派遣依頼用紙
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「平成27年度 IT分野における先進的知財アイデア
（新IT知財）応用商品事業化促進調査」
近畿経済産業局 地域経済部 情報政策課

〒540‑8535 大阪市中央区大手前1丁目5‑44 大阪合同庁舎1号館
TEL：06‑6966‑6015 FAX：06‑6966‑6097
URL：http://www.kansai.meti.go.jp/
（事務局）

一般財団法人関西情報センター 事業推進グループ

〒530‑0001 大阪市北区梅田1‑3‑1‑800 大阪駅前第1ビル8階
TEL：06‑6346‑2641 FAX：06‑6346‑2443
URL：http://www.kiis.or.jp/

