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東京都知的財産活用本部 



 
本年 4月に開設した「東京都知的財産総合センター」の来所相談は、4か月を

経て、既に 1,000 件を超えている。また、7月下旬に行った『東京都中小企業知

的財産シンポジウム』にも、1,000 人を収容する会場がほぼ満杯となる来場者を

迎えた。わずかな期間におけるこうした顕著な状況に、中小企業における知的

財産戦略への関心の高さと施策の充実への強いニーズを実感せざるを得ない。 
中小企業の競争力の源泉が、高付加価値化による他社との差別化にあるとし

て、今、多くの中小企業が「自社にしかない知的財産で戦う」ことを目指し、

知的財産戦略の構築に真剣に取り組み始めている。こうした動向の背景には、

デフレ下における価格競争の限界、アジアの競争力の向上、親企業と下請企業

の関係の変容などをあげることができるが、企業間競争における知的財産戦略

の重要性は、資金力や組織力の面で弱い立場にある中小企業の経営にとって、

大企業以上に大きい。 
「東京都知的財産活用本部」は、こうした中小企業における知的財産戦略の

基本的なあり方と、東京都の支援施策の体系と方向性を検討するために、本年 4

月、設置された。産業労働局長を本部長とし、東京都知的財産総合センター所

長や知的財産を専門とする東京都専門委員などを構成員とするこの本部におい

て、この度、「中小企業の知的財産活用のための東京戦略」をまとめ、今後の施

策の体系等を示した。 
国の知的財産に係る計画が制度整備を中心とし、中小企業施策に乏しくなっ

ている点を踏まえ、実践的に中小企業を支援するとともに、国の省庁の縦割り

の弊害を廃し、特許権などの産業財産権に限らず、著作権を含めた知的財産権

全般について効率的な施策展開をすることとしている。 
また、急速に変化するグローバルな競争に生き残るためには、国全体の時間

を要する改革よりも、地域活力に応じてスピード感をもって事業展開できる地

域戦略こそが国全体の競争力を高めていく原動力になると考えている。東京に

集中する様々な知的財産関連機関とのネットワーク化を進め、専門家の知恵や

経験を活かすことのできる東京の地域特性を発揮しながら、短期集中的な施策

展開を図るため、平成 17 年度までの 3か年を戦略強化期間とし、具体的な実践

目標も掲げることとする。 
併せて、経営戦略と一体的な知的財産戦略の重要性を踏まえ、知的財産を活

用した事業化の取組みへの支援も含めた施策体系とするものである。 
今後、東京都知的財産活用本部は、今回策定した戦略の実施に向け、より実

践的な視点から検討を進め、中小企業における知的財産戦略の一層の推進を図

ることを期するものである。 
 
平成 15 年 8 月 29 日 

                     東京都知的財産活用本部 
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知的財産に関わる企業活動

知的財産権

特許等の取得件数は少なく、経験が乏しい
　【特許等の取得企業　　　　　　　１４％】
　【そのうち、取得件数５件未満　 ６４％】
　

公開特許情報等の活用が不十分
　【特許等の取得企業のうち、特許調査をしている　２０％】

【特許等の出願に際して費用負担が大きい　４４％】
【知的財産の担当者がいる企業　　　　　　　　１０％】

【知的財産権取得のメリットを「会社の技術力の
 信用性を高めるため」とする企業       　４２％】

【侵害を受けても警告をしなかった企業　５９％】
　

　　　　※平成１５年７月、都内中小企業（主として製造業）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンケートより
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平成１５年３月　知的財産基本法施行
　　　　　　 ７月　知的財産推進計画策定

国の対応

制度整備が中心で、中小企業施策に乏しい

○デフレ下での価格競争の限界
○アジアの競争力の向上
○親企業と下請企業の関係の変容
○プロパテントの世界的潮流

○経営戦略と一体的に展開する
　知的財産戦略の支援

○中小企業への実践的支援
　
○所管省庁の壁を越えた
　知的財産権全般への支援

　　　「中小企業の知的財産部」

○専門家の知恵と経験、ＮＰＯの活力
　を活かす

○具体的できめ細かな対応をする

○東京に所在する様々な知的財産
　関連機関のネットワーク化を図る

○短期集中的な施策展開を促進する
　（戦略強化期間：１５～１７年度）

施策の基本的な考え方

東京都知的財産総合センターの
あり方

施策の体系

１　知的財産戦略の重要性を知る
～制度をよく知る、トップ自ら知る、経営戦略として知る～

２　自社にしかない知的財産を創る
～知的財産を創り、権利化する～

３　競争優位を確立する
～知的財産を事業化し、権利活用する～

・普及啓発
・人材育成
・知的財産情報の提供

・知的財産情報の利用支援
・他社・大学等の保有する知的財産の
　活用支援
・産学公連携、共同開発の推進
・研究開発の支援
・デザイン、コンテンツ開発への支援

・相談機能の強化
・事業化支援、販路開拓支援
・資金調達手段の多様化
・ライセンシングの支援

○特許流通アドバイザーによる支援
○市場調査の支援
○ニューマーケット開拓支援事業
○中小企業投資事業有限責任組合等の活用に
　よる資金支援

○外国侵害調査助成
○訴訟支援の仕組みの検討

中小企業の知的財産戦略に関する課題

知的財産活用の学習の機会や経験が不足

他社や大学等が保有する知的財産の活用が不十分

侵害対策への取組みが困難

戦略的な権利取得へのハードルが高い

知的財産を活用した事業化への取組みが不十分

権利化

認
識

権利活用

創造 事業化

サポー
ト

創造

・相談機能の強化
・権利取得の支援

権利化

・侵害対策

事業化

権利活用

施策展開の留意点

知的財産戦略の構成

　　　　  ○中小企業に対する審査請求手数料等減免制度の拡充
　　    ○侵害に対する罰則の強化

国への提案要求

認識

認識

権利

活用

権利化

事業化

創造

平成１４年８月　東京都中小企業振興対策審議会　答申
　　　１５年４月　東京都知的財産活用本部　設置
　　　　　　　　　　東京都知的財産総合センター　開設

都の対応

○事例を踏まえた中小企業向けマニュアルの
　作成
○「ＴＯＫＹＯ発！世界特許（仮称）」の実施
○技術経営（ＭＯＴ）人材育成機関の設置
○シンポジウム、セミナーの開催
　　　　　　　　　＜目標：参加4,000人＞
○サポートスタッフ研修　＜目標：200人＞

○知的財産総合センターにおける相談機能の
　強化 　　　　　　　　＜目標：6,000件＞

○「特許電子図書館」活用研修の実施
　　　　  　　　　　　　<目標：1,000人＞
○全国ＴＬＯ（技術移転機関）交流会の開催
○都有特許権等の管理条例の廃止と
　新たな知的財産管理規則の制定
○デザイン等に関する総合的支援の実施
○東京都産業科学技術振興指針の策定
○都立の大学における産学連携の強化
○産業技術研究所等による技術支援の強化

○弁理士、弁護士の活用支援
○外国特許出願費用助成
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            策 定 の 経 緯 

 

＜経 緯＞ 

○ 「東京都知的財産活用本部」(以下「活用本部」という。)は、本年 4 月に

設置された。都内中小企業における知的財産活用に関する東京都の支援戦略

の策定等を役割に掲げ、産業労働局長を本部長とし、東京都専門委員 2 名、

東京都知的財産総合センター所長のほか、産業労働局を中心に関係局の職員

により構成する機関である。 

○ 中小企業に係る知的財産に関する施策については、昨年 8月、「東京都中小

企業振興対策審議会」から提案され、その後、平成 15 年度の「重要施策」と

しても位置付けられたところであり、本年 4 月から実施に取り組み始めた。

同時に、活用本部においては、施策の体系的な在り方について検討を開始し、

今回、「中小企業の知的財産戦略のための東京戦略」(以下「東京戦略」とい

う。)として策定する。 

○ 「東京戦略」は、中小企業における知的財産戦略のあり方の基本を示すと

ともに、都の支援施策の体系と方向性を明らかにするものである。 

   

＜「東京戦略」の位置付け＞ 

 中小企業の知的財産活用に対する支援については、東京都産業力強化会議

（座長;副知事）においても検討課題として、掲げられている。活用本部での

検討は、産業力強化会議の作業チームでの検討としての性格を併せ持つもの

であり、その点で、「東京戦略」は、産業労働局のみならず、全庁的な観点か

ら関係局と一体となって、都として取り組むべき施策の方向性を示すもので

ある。 

 

＜構 成＞ 

第 1章 中小企業の知的財産権戦略の重要性と施策のあり方 

第 2章 支援施策の体系 

第 3章 中小企業の知的財産戦略を巡る背景 

解  説 事例にみる中小企業の知的財産戦略 
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１ 希薄な知的財産に関する経営意識 

 
○ 産業の国際競争力の低下が進み、中小企業は、価格競争から脱却し、知恵

やノウハウにより製品・サービスに高い付加価値をつけ、差別化を図る企業

経営へと強く構造変革が求められている。 
○ 技術やデザインなどの知的財産は、研究開発に多額の投資を必要とするが、

一旦その技術などが完成すると他人が真似をするのは容易であり、本来模倣

に極めて弱いという特質をもっている。そのため、こうした技術などに独占

的な排他権を与えて保護するとともに、他者による利用には対価を求めるこ

とを可能とし、その代わりに内容を公開する制度が知的財産制度である。 
 今、産業における高付加価値化が進む中、中小企業においても、知的財産

戦略が極めて重要となっている。 

○ 東京の中小企業は、世界のトップレベルの高い技術力をもっているが、近

年、中国をはじめ海外への生産移転が加速する中で、既にその技術力が海外

へと流出し始めており、このまま手をこまぬいているわけにはいかない。 
今こそ、知的財産戦略を中小企業経営の中軸に据え、優れた技術などを守

り、育て、競争力を高めていかなければならない。 

○ ここで、平成 15 年 7 月に産業労働局が都内中小企業（主として製造業。以

下、このアンケートに関して「中小企業」という。）を対象に実施したアンケ

ート【有効回答 655 社】(以下「15 年度アンケート」という。)に沿って、東

京の中小企業の知的財産に係る実情についてみていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 中小企業の知的財産戦略の重要性と施策のあり方 
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図表１　知的財産に対する関心

 5.無回答

1.8%

 3.あまり

ない
24.0%

 1.大変

ある
25.0%

 4.全く

ない
9.8%

 2.少しは

ある
39.4%

○  中小企業における知的財産に対する関心は、「大変ある」、「少しはある」合

わせて約３分の２の企業が「関心ある」と回答している(図表 1)。 

 しかし、自社における知的財産の重要性に対する認識は、｢経営資源として

不可欠｣とする中小企業は、28.9％に過ぎない(図表２)。むしろ｢なんとなく

重要｣とする中小企業が４割近くに及んでいることなどを考慮すると、知的

財産に関する意識の高まりを見ることはできるものの、自らの経営戦略とし

て活用するまでには十分に浸透していないことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２　自社における知的財産の

重要性

 3.あまり

重要で
ない
18.3%

 5.無回答

3.5%

 1.経営

資源として
不可欠
28.9% 4.何も考

えていない
11.1%

 2.なんとな

く重要
38.2%

＊資料：15 年度アンケート  

 
回答社数=655 

＊資料：15 年度アンケート  

 
回答社数=655 
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２ 東京の中小企業の知的財産戦略に関する課題 

 

○ 中小企業の知的財産に関する課題は多岐にわたるが、その原因の一端とし

て、従来、東京都を含め、行政による中小企業の知的財産戦略への支援策が、

必ずしも十分でなかったことも挙げざるを得ない。しかし、東京都では、昨

年９月に設置した産業力強化会議において、中小企業の知的財産支援に関す

る施策の重要性に鑑みて、その積極的な施策展開を開始することとした。 

○ 本年 4 月に開設した東京都知的財産総合センターでの相談、本年 7 月に実

施した都内中小企業へのアンケート、また、これまで行ってきた企業ヒアリ

ングなどから、中小企業の知的財産戦略に関する課題について、概ね次の 5

項目にまとめることができる。 

 

 ① 知的財産活用の学習の機会や経験が不足している 

 ② 他社や大学等が保有する知的財産の活用が不十分である 

③ 戦略的な権利取得へのハードルが高い 

 ④ 知的財産を活用した事業化への取組みが十分でない 

⑤ 侵害対策への取組みが困難である 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜中小企業の特許等の取得件数は少なく、経験が乏しい＞ 

○ 15 年度アンケートによると、 

・ 中小企業のうち特許又は実用新案権の取得経験のある企業は、13.7%である。 

・ 特許等の取得経験のある中小企業のうち、取得件数5件未満が64.4％を占め、

10 件未満では 74.4％を占めている。 

 

    
⇒中小企業で特許や実用新案の取得経験のある企業はわずかであり、多くの

企業は知的財産権に関する経験が乏しいことを明確に示している。 
 

(1) 中小企業の課題＝知的財産活用の学習の機会や経験が不足している 

 

中小企業は、大企業と比べ、取得する知的財産権の数も少なく、知的財産権

に関する実践的な学習の機会や経験の蓄積が乏しい。そのため、特許等の権利

取得など多くの場面において、事業展開上の阻害を生じている。 

 

 



                     6

 

事例１（特許料の支払を忘れ、権利を失う） 

 3 次元 CAD/CAM※の高度な技術に関する特許を取得していたが、一定期間後

の特許料※を支払っていなかったため、既に無効となっており、東京都知的財

産総合センターに相談した時点で、対応の方法がなかった。 

(東京都知的財産総合センターの相談事例から)  

 ⇒高く優れた技術を発明し、特許を取得すれば、経営としても成り立つと

いう誤解があるが、継続的で的確な知的財産管理があって初めて有効な

知的財産戦略となる。 

 

事例２（技術流出） 

秘密保持契約を結ばずに、製品を他社に紹介してしまい、当該他社が製 

品を分解し、技術を盗用し、中国で生産を開始してしまった。 

(ヒアリング事例から)  

⇒多くの中小企業にとって、特許取得の最大の意義は、高い技術力の証明

としての役割にとどまり、盗用への警戒感や侵害を排除したりする意識

が乏しい。そのため、技術の秘密保持についても、安易に製品を他社に

渡してしまうこととなった。 

 
東京都知的財産総合センターにおける相談事例の傾向 

「高く優れた技術であり、従って売れる」という思い込みがあるとともに、

「特許権等さえ取得すれば売れる」という誤解もある。高く優れた技術であ 

っても実用化や市場のニーズを考慮しなければ、その特許は売れないことを

認識していないケースがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※CAD/CAM；（computer-aided design/computer-aided manufacturing）コンピュータ支援設計とコンピュー

タ支援製造のこと。 

※特許料；年金とも呼ばれ、定められた年額の納付により取得した特許権は存続する。 
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＜技術移転＞ 

○ 中小企業には、自らの技術でのみ、製品化を進めるといった固定的な自前   

 主義的な意識が根強く残っている。特許等をもつ企業において、他社の特許

等をライセンス※で活用している企業は、13.7%にとどまっている(図表３)。   

  しかし、大学や研究機関からの技術移転については、平成 10 年の大学等技   

 術移転促進法※以来、ＴＬＯ(技術移転機関) ※が次々と設立され、産学公連携 

も多様な試みが行われており、また、大企業による未利用特許の提供も始め

られている。さらに、技術移転を仲介する企業も次第に設立されており、技

術移転の可能性が広がっている。 

 

図表３ 他社特許権等に基づくライセンス受入の有無 

（自社特許等の取得経験のある企業のうち) 

 3.無回答

8.5

 1.有

13.7%

 2.無

77.8%

 
 

 

 

 

 

 

 

 
回答社数=117 

＊資料：15 年度アンケート  

※ライセンス；知的財産権者が権利は自らの手に留保しながら、他人による利用権を設定すること。実施許諾

ともいう。 

※大学等技術移転促進法/ＴＬＯ(技術移転機関)；大学等の技術の民間事業者への移転を促進するため、技術

移転機関(TLO)への支援等を定めた法律。わが国の特許重視政策の一環。平成 10 年施行。現在、34 の TLO

がこの法律による承認を受け、特許料の軽減等の支援を得ている。 

（TLO＝Technology Licensing Organization） 

(2) 中小企業の課題＝他社や大学等が保有する知的財産の活用が不十分である

 

技術の高度化が進み、研究開発費が増大する一方で、激しい市場の変化はより

短期間の製品開発を強く要請している。そのため、自社で技術開発するだけでは

なく、他社や大学･研究機関のもつ知的財産を、ライセンス※や譲渡によって導入

し、研究開発の効率化やスピードアップに資する「技術移転」の手法が注目を集

めている。 

しかし、中小企業においては、技術移転によって他社や大学等の技術を移入す

るという発想と手法は、まだ十分に定着していない。 
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＜公開特許情報が活用されていない＞ 

○ 特許等の知的財産権の情報は、特許庁が提供している約 4,800 万件の特許

情報等の無料データベース「特許電子図書館（ＩＰＤＬ）」※にインターネッ

トでアクセスして調査することができる。しかし、中小企業の研究開発にお

いては、こうした公開特許情報を活用する手法が定着していない。自社特許

等を保有する企業のうち他社特許権を活用するための特許調査を行っている

中小企業は 2割にとどまっている（図表４）。大企業では研究開発の基礎的業

務として位置付けられているこうした調査は、優れた技術開発の素材の発掘、

先行技術との重複研究の回避、他社動向の調査などに重要であり、中小企業

の研究開発の基本として浸透することが求められる。   

○ 特許電子図書館の普及の遅れ 

特許情報の活用の方法として、従来は紙による特許公報※での調査によって

いたが、かなり多くの作業量と費用を要するため、中小企業にとっては縁遠

い存在であったといえよう。その後、平成 11 年に、特許庁により、インター

ネットで過去の特許情報が公開され、誰でも簡単に活用することができるよ

うになった。しかし、実際に中小企業が自ら効率的・効果的に調査できるよ

うになるためには、検索に一定程度の熟練が必要である。 
○ 特許電子図書館の混雑 

インターネットによるアクセスを行っても、日中は混み合っていて操作上

のストレスも多く、中小企業にとって実務で活用するほどまでには至ってい

ない。 
図表４ 他社特許権活用のための特許調査の有無 

(自社特許等の取得経験のある企業のうち) 

 3.無回答

7.7

 1.有

19.7%

 2.無

72.6%

 

 
 

 

 

 
回答社数=117 

＊資料：15 年度アンケート  

※特許電子図書館（ＩＰＤＬ）；(Industrial Property Digital Library) 特許庁が明治以来発行している特

許等の公報類の情報をインターネットを通じ無料で提供しているもの。約 4,800 万件登載。但し、平成 5年

以前に公開となった分の検索について限界がある。 

※特許公報；特許庁による公報には、出願公開時に発行の「公開特許公報」、特許の登録時に発行の「特許公

報」などがあるが、これらを総称して「特許公報」ともいう。 
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＜費 用＞ 

○ 特許１件当たりの出願・取得・保有に要する平均的な費用 

＝基本的な手続きに、70～100 万円程度。 

・特許庁への手数料；出願＋審査請求＋特許料（年単位）＝約 38 万円(特許庁資料) 

（実績平均＝維持期間 9年 請求項※数 7.6 項の場合）  

・弁 理 士 費 用； 自由料金制ではあるが、出願等に平均的には 30 万円から

60 万円程度を要するとされている。  

          特許庁からの拒絶理由への反論手続き等が加わることも

多く、これらの手続きにも弁理士費用を要する。 
    ＊出典：久保浩三『図解公開特許活用法』日本工業新聞社、ＩＰ法務研究所『知的財

産管理＆戦略ハンドブック』ソフトバンクパブリッシング社 
 
○ 特許等の出願に際しての問題として、｢費用負担が大きかった｣とする企業

が出願経験のある企業のうち 43.6%を占め、最大の要因としてあげられる（図

表５）。 

図表５ 特許出願に際しての問題点 

43.6%

26.5%

23.1%

21.4%

5.1%

2.6%

0.9%

2.6%

20.5%

0% 20% 40% 60%

 1.費用負担が大きかった

 2.時間と人手がかかった

 3.専門的知識不足で手続き等

 4.権利化までの時間

 5.取引関係の相手方に配慮

 6.依頼先がわからない

 7.弁理士など専門家の利用法

 8.その他

 9.無回答

回答社数　１１７

（複数回答）

 

 
※請求項；特許出願に提出する明細書には、権利化を希望する発明の内容について必要事項を記載するが 

その際、請求項に区分し、その請求項ごとに発明を特定する。 

＊資料：15 年度アンケート  

(3) 中小企業の課題＝戦略的な権利取得へのハードルが高い 

 

○ 特許等の出願から登録、維持等には中小企業にとって多額の費用を要し、

費用支出に応じた収益等のメリットがない場合、負担感は一層大きい。弁理

士費用も同様である。特に外国出願について、費用が多額となる。 

○ 中小企業にとって知的財産に通じた社内人材を確保することは、費用対

効果の面で困難な場合が多く、外部専門家に依頼することになるが、費用

が増加することから、出願そのものを控えることにつながっていく。 
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○  更にこれを15年度アンケートの外国特許出願経験のある企業でみてみると、

出願の問題に「経費」をあげる企業が最も多く、外国特許出願経験のある企

業のうち 80.0％にのぼっている。 
国内特許等を取得しながら、外国特許出願を行わなかった企業のうち、理

由に｢経費｣を挙げる企業が 19.1％あり、出願費用負担に起因して、出願を断

念した例もうかがえる。 
○  折角の技術がありながら、資力不足で出願を控える中小企業を目の当たり

にすると何とかしたくなる。(特別区の特許相談を担当していた弁理士) 
○  中小企業の費用の減免は、今回の特許法の改正（平成 16 年 4 月 1 日施行予

定）で減免対象企業の拡大など一部改善はされたものの、制度利用の手続き

の煩雑さ、制度が十分に知られていないこと、資力に乏しい法人などが条件

であることについて、今後の改善の余地を大きく残している。 
 

＜人 材＞ 

○ 知的財産の担当者がいる企業は 9.7％と大変に少なく、かつ、ほとんどが兼

任である（図表６）。 

○ 担当者の人数も、担当者を置く企業のうち、「1 人のみ」が 71.9%、その他

も「2人～5人程度」であり、1企業当たりの人数も少ない（図表７）。 

○ 担当者がいない理由は、｢出願することがない｣又は｢担当者を置くほどでは

ない｣で 8割を超え、出願を行っている企業においても、担当者を置くほどの

業務量がないことがうかがえる。 
 

図表６ 知的財産の担当者の有無 

 3.無

82.0%

 1.専任の

社員がいる
1.2% 4.無回答

8.2%

 2.兼任の

社員がいる
8.5%

 

 

 

 
回答者数=655 

＊資料：15 年度アンケート  
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図表７ 知的財産担当者の人数 

71.9%

28.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

１人のみ

２～５人程度の規模

５～10人程度の規模

10人以上の規模

無回答 回答社数　６４

 

 

＜出願を控える他の要因＞（企業ヒアリングなどから） 

○ 技術の寿命が 2～3年であるため、出願から登録そして維持までの期間を勘

案すると、その間に次の新たな技術が登場してくることがあり、出願などに

要する費用が無駄となることもあるため、出願し、登録することがすべてで

はないと考える場合がある。 
○ ノウハウ※として情報の秘匿化を図る方が、出願よりも有利と考える場合が

ある。（参考：56 ページ） 
（例：製品に対する他社による分析ではわかりにくい場合など） 

○ 中小企業においては、周辺技術を網羅し、他社に簡単に回避されないよう

な強い特許として作り上げるための資力や人材が不足しているため、優れた

知的財産をもっていても、大企業によって、特許の隙間の技術を開発され、

自社特許権の効果を事実上無意味なものにされてしまう場合がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※ノウハウ；公開されていない秘密性のある技術的情報。他方、特許出願したものは、その内容が公開される。

 

 

＊資料：15 年度アンケート  
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○ 特許権等取得のメリットとして、「技術を他社の模倣から守る」（26.5%）、「自

社製品市場占有率の向上」（16.2%）など事業化にメリットを見出している企

業もあるものの、「会社の技術力の信用性を高めるため」との認識にとどまっ

ている企業も 41.9%ある（図表８）。 

 

図表８ 特許権等取得によるメリット 

41.9%

26.5%

23.1%

16.2%

5.1%

4.3%

1.7%

1.7%

0.9%

5.1%

17.9%

0% 20% 40% 60%

1.会社の技術的な信用力向上

2.技術を他社の模倣から守る

3.メリットは特になかった

4.自社製品市場占有率の向上

5.ﾛｲﾔﾘﾃｨ収入が得られた

6.融資等資金調達の面で有利

7.社員のｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞに繋がった

8.採用時の優れた人材の確保

9.自社技術を市場の標準化

10.その他

11.無回答

回答社数　１１７

（複数回答）

 

 

 

 

 
※ロイヤリティ；知的財産権に基づく実施許諾によって得られる収入のこと。 

 

＊資料：15 年度アンケート  

(4) 中小企業の課題＝知的財産を活用した事業化への取組みが十分でない 

 

 ○ 知的財産による事業化の最も基本的な方法は、その知的財産を自ら使用し

て製品やサービスとして製造販売し、事業化を進めることである。また、知

的財産権を他社にライセンス供与してロイヤリティ※収入を上げる方法も重

要である。 

○ しかし、中小企業においては、優れた知的財産をもっているにもかかわら

ず、急速に変化する経営環境に適応するマーケティング力や営業力が不足

し、知的財産を事業化に結びつけることができない場合が少なくない。また、

自社の知的財産をライセンス供与によって、ロイヤリティ収入を上げるとい

う戦略意識も希薄である。 
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＜ライセンス供与で収益を上げる意識が希薄である＞  
○ 自社特許権等を他社へライセンスしている企業は、9.4％にとどまっている

（図表９）。 

 
図表９ 自社特許権等に基づく他社へのライセンス供与の有無 

 

 3.無回答

12.0%

 1.有

9.4%

 2.無

78.6%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
回答社数=117 

＊資料：15 年度アンケート  
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○ 権利侵害を受けて他社への警告をしたかについて、侵害を受けた企業のう

ち、｢警告しなかった｣が約 6 割に達し、「必ず警告した」は 23.5%にとどまっ

ている（図表 10）。 

○ ｢警告をしなかった理由｣は、「無駄だと思った」が 42.0%を占め、併せて、

侵害相手が「取引先のため取引に影響するため」とする理由も 38.0%と、大き

くなっている（図表 11）。 

 

 

図表 10 権利侵害に対する警告の有無 

 

 3.警告しな

かった
58.8%

 1.必ず警告

をした
23.5%

 4.無回答

1.2%

 2.その時々

により違う
16.5%

 

 

 

 

 

 

 

 
回答社数=85 

＊資料：15 年度アンケート  

(5) 中小企業の課題＝侵害対策への取組みが困難である 

 

 権利侵害に対しては、相手方に警告し、排除権を行使できることが知的財産権

制度の基本であるが、中小企業にとっては、権利行使に当たっての負担が大きく、

その実行はかなり困難となっている。 

負担の具体的な内容としては、侵害の確認が困難であることに加え、侵害が取

引先によるため今後の取引への懸念、訴訟に要する経済的な負担、訴訟に携わる

ための人的コストなどがある。これらを含めて権利行使を無駄ととらえる傾向が

ある。 
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図表 11 警告しなかった理由 

42.0%

38.0%

34.0%

22.0%

12.0%

4.0%

2.0%

2.0%

0% 20% 40% 60%

 1.警告しても無駄だと思った

 2.取引先のため取引に影響する

 3.立証のためのｺｽﾄ等がかかる

 4.警告の仕方がわからない

 5.侵害者が外国の企業だった

 6.その国の制度の整備に疑問

 7.その他

 8.無回答

回答社数　５０

（複数回答）

 

 

 
事例１（侵害の確認が困難）  

化学関係の製品や技術の場合、侵害の発見のための分析自体が相当程度高

度な技術を必要とし、例えば、試験液一滴の違いで分析結果が全く異なった

ものになり、侵害の確認も困難である。また、技術の有効な期間も 2 年から 3

年程度である場合が多く、侵害を受けていると推定されている場合であって

も、警告などすることはせずに、営業力で補い、また、むしろ新技術の開発

に企業エネルギーを投入するようにしている。(ヒアリングから) 
 
事例２（模倣品が製品単価を引下げ） 

訴訟に要する期間が長いため、その間における模倣品との価格競争が製品

の単価を引下げ、訴訟に勝訴してもその分の損害は十分に算定されないこと

が多い。(ヒアリングから) 
 
事例３（取引への影響を心配）   

親企業との関係で心理的な負担感があるため、製品の納入に当たって、図

面を要求された場合に断ることができず、製品の納品とともに、図面も渡さ

ざるを得ない。そのため、試作品製作のみしか受注できず、量産後の受注は

親会社からアジアの会社に依頼されることとなる。(ヒアリングから) 
 
事例４（社内体制が不十分）   

社長が裁判に出始めたら、日々の中小企業の経営は成り立たなくなり、裁

判に勝っても、意味がないものとなる。(ヒアリングから) 

＊資料：15 年度アンケート  
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３ 中小企業の知的財産戦略の基本的構成 

  
○  都内中小企業の知的財産戦略は、前述の５つの課題を踏まえ、次の(1)から

(3)に掲げる内容によって構成することができる（図表12）。 

次章に掲げる施策についても、この構成に準じて、体系化を図ることとする。 

○  企業の基本的な事業活動は、研究開発による成果としての技術等の「創造」

と、その製品化による収益の獲得を目指す｢事業化｣にあることはいうまでも

ない。知的財産制度は、この企業活動における他社製品との差別化のための

最も強力な手段として用意されるものであり、創造された知的財産を「権利

化」することにより、市場における排他性を獲得し、さらに、｢権利行使｣に

よって具体的な侵害を排除したり、他社へのライセンス供与や権利の譲渡で

収益を得たりすることにより、知的財産にかかわる企業活動を「サポート」

するのである。このプロセスを通じて、企業は競争優位を確立しようとする

ものである。 

 
(1) 知的財産戦略の重要性を知る 

○ 中小企業は、大企業と異なり、知的財産制度に関する経験が不足しが

ちである。企業間競争における知的財産戦略の重要性は、資金力や組織

力において弱い立場にある中小企業の経営にとって、大企業における以

上に大きい。したがって、トップ自らが知的財産の意義を深く認識し、

経営戦略の中軸として知的財産戦略を位置付け、実践していくことが重

要である。 
 
① 制度をよく知る。 

② 中小企業のトップ自らが知る。 

③ 経営戦略として知る。   
 
 
(2) 自社にしかない知的財産を創る ～知的財産を創り、権利化する～ 

  ○ 顧客ニーズを的確に把握し、経営の機動性を発揮し、技術上の困難を

克服して新たな製品や技術を粘り強く創り出す点において、東京の中小

企業は、トップクラスにある。今後、自社の発想や創作にとどまらず、

他社や大学等からの技術移転も視野に入れながら、質の高い知的財産を

創造するとともに、それを迅速に権利として取得することによって、自

社にしかない知的財産として競争力の源泉とすることが肝要である。 
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① 知的財産を創造する。 

② 知的財産を｢早く｣｢広く｣｢強く｣権利化する。 

 
 

(3) 競争優位を確立する ～知的財産を事業化し、権利活用する～ 

  ○ 研究開発に成功しても、事業化に結びつくことなく埋もれてしまう現

象を「死の谷」とする表現がある。この課題を克服し、市場開拓を促進

し、事業化を進めるに当たっては、権利化された知的財産を活用すると

ともに、マーケティング力や営業力を高め、競争優位性を強めることが

求められる。 

○ 新しいアイデアや技術について、知的財産権を活用し、侵害の排除や

ライセンス供与等によって的確にサポートしながら、高い付加価値を持

つ製品や技術として積極的に市場開拓していくことが重要である。 

 

① 知的財産を事業化する。 

② 知的財産権を活用し、侵害を排除する。  

 

図表 12 

競争優位

ライセンス
・譲渡

侵害排除

他
　
　
社

知的財産に関わる企業活動

知的財産権

権利化

認
識

権利活用

創造 事業化

サポート

知的財産戦略の構成
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４ 施策の基本的あり方 

 

(1) 基本的考え方 

中小企業の知的財産戦略を支援するための施策の展開に当たって、基本的

な考え方として、次の 3点を掲げる。 

 

ア 経営戦略と一体的に展開する知的財産戦略の支援 

○ 企業価値の重心が有形資産から知的財産などの無形資産へと移動する

中、知的財産戦略は、技術戦略や経営戦略と一体となって展開されるべ

きであり、都の施策展開に当たっても、企業の経営戦略の中軸としての

知的財産戦略であることを前提とする。 

○ 知的財産戦略は、特許権などの権利を単に法的手続きに則って、適法

に取得し、維持するためのマニュアルではない。技術開発による成果で

ある新技術や新製品が市場での優位性を確保し、独占をするために、強

い知的財産権として周到に取得し、効果的に活用するための戦略である。 

○ 投下資本の回収と利益の最大化のため、いかに設備投資や販売体制の

構築等を行うかという経営戦略における決定は、知的財産戦略と技術戦

略の状況を十分に考慮して、的確に行われなければならない。 

  技術戦略においては、今後の技術開発の方向性を定めるためにも、知

的財産戦略に基づく的確な特許調査やそれに基づく情報活用等が不可欠

である。 

   

イ  中小企業への実践的支援 

○ 知的財産立国への動きが活発化する中で、国の施策は、主として制度

環境の整備にとどまりがちであり、中小企業に対する個別の具体的な展

開は乏しくなっている。 

○ 中小企業の知的財産戦略に対しては、地域の実情に精通した地方自治

体がきめ細かく支援する役割を担うものであり、都は、大企業に比較し、

知的財産戦略の体制を社内に整えにくい中小企業を実践的に支援する。 

 

ウ  所管省庁の壁を超えた知的財産権全般に関する支援 

○ 中小企業の知的財産戦略の支援に当たっては、優れた技術を保護する

ために特許権が中心となるが、商標権、意匠権、著作権なども重要な権

利である。しかし、国の知的財産に関する取組みは、特許権などの産業

財産権は特許庁（経済産業省）、著作権は文部科学省が所管し組織の縦割
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りの弊害を克服していない。このような中、東京都は産業財産権だけで

なく著作権などを含めた知的財産権全般にわたってワンストップで相談

できる体制を整えるなど、幅広く具体的に支援策を講じる。 

 

(2) 東京都知的財産総合センターのあり方 ～「中小企業の知的財産部」～ 

○ 東京都知的財産総合センターは、実践的な施策展開の重要拠点として本

年 4月に開設以来、4か月間で 1,000 件を超える来所相談を行っている。 

○ 15 年度アンケートにおいても、「相談窓口の設置･運営」は、中小企業が

求める公的支援サービスの中で最も高い率(38.2%)を示している(図表13）。  

センターにおける多数に上る相談実績は、これまでは乏しかった知的財産

に係る公的支援の機会を求める強いニーズを端的に示していると推察でき

る。 

 

図表 13 公的支援サービスに求める機能 

38.2%

24.9%

19.5%

18.2%

16.3%

11.8%

10.8%

9.6%

7.9%

7.3%

7.2%

0.5%

15.9%

0% 20% 40% 60%

 1.相談窓口の設置・運営

 2.意識啓発

 3.出願費用等資金面での助成

 4.経営者意識や取組事例調査

 5.期待することは特にない

 6.知的財産情報の活用支援

 7.弁理士などの専門家の紹介

 8.知的財産の活用のための支援

 9.人材育成への支援

10.外国での模倣品等の取締り

11.活用資金調達手法の確立

12.その他

13.無回答

回答社数　６５５

（複数回答）

 

 

○ 今後、東京都知的財産総合センターは、「中小企業の知的財産部｣である

ことを基本的なあり方として、積極的な事業展開を図っていくものとする。 

○ 企業の知的財産部は、一般に、①社員の教育、②知的財産創造への支援、

③知的財産の権利化、④権利の活用などの機能を担っているが、東京都知

的財産総合センターにおいても、中小企業の知的財産部として、具体的に

＊資料：15 年度アンケート  
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は、主に次のような役割を果たしていく。 

・普及啓発の発信拠点 

・相談事業の中心拠点 

  ～企業ＯＢや専門相談員による中小企業と同じ目線に立った多様な相談 

・経営支援や技術支援との有機的連携による知的財産戦略の支援 

  ～東京都立産業技術研究所、財団法人東京都中小企業振興公社、経済団

体等と有機的連携 

・知的財産関連機関や区市町村などとの密接な連携 

    

(3) 施策展開の留意点 
  中小企業の知的財産戦略への支援施策の展開に当たっては、次の事項に留

意することとする。 

  

ア 専門家の知恵と経験、ＮＰＯの活力を活かす 

○ 知的財産制度は、極めて複雑で、現在も制度の改正が続いている。ま

た、技術分野の専門分化が進んでいる上、技術革新は極めて速いものが

ある。中小企業への的確な支援のためには、知的財産制度に関する専門

家の知恵と経験を十分に活用する必要がある。 

○ 特に、民間企業の知的財産分野の経験豊かなＯＢは、社会貢献への強

い意欲や柔軟な対応力をもとにＮＰＯなどで活動する場合もあり、相談

業務等に極めて貴重な人材である。 

 

イ 具体的できめ細かな対応をする 

○ 中小企業の知的財産権の課題は多様で、個々に対応を積み重ねていく

ことが基本とならざるを得ない。そのため、相談などの支援の実施に当

たっては、地道な粘り強い業務が必要となってくる。 

○ 普及啓発に当たっても、知的財産のような専門性の高い分野では、関

心の薄い者までも広く対象とするよりは、一定程度関心を持つ者に集中

的に情報提供を行う方が実質的な普及効果を発揮でき、この点において

も、施策の推進には、きめ細かな対応が求められる。 

 

ウ 東京に所在する様々な知的財産関連機関のネットワーク化を図る 

○ 東京には、特許庁をはじめ、知的財産に関連する様々な機関の本部機

能が集中している。これまで、これらの機関は個別に相談業務などを実

施し、相互の連携や役割分担が十分でなかったため、中小企業にとって

は身近な存在としては感じられなかったといえよう。 
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○ 本年設置した東京都知的財産総合センターは、これらの知的財産関連

機関との連携を密接に図り、中小企業がこれらの機関を自ら利用できる

だけの力量を得るまでの間、親しみやすい存在となって中小企業を支援

していく機能を果たすことが重要である。 

○ さらに、東京都知的財産総合センターは、区市町村や経済団体等との

連携を進め、ネットワーク化を図ることによって、同センターの機能を

より多面的に展開する必要がある。 

 

エ 短期集中的な施策展開を促進する 

○ 中小企業における知的財産戦略の実践は、これまでの歩みを速め、具

体的な競争力の強化に結びつかなければならない。都の支援施策の展開

も、スピード感をもって短期集中的に実施することが不可欠である。 

○ 本年度を「東京都知的財産戦略元年」とし、これを初年度とする 3 か

年を「知的財産戦略強化期間」とする。 

 

  

 

 「知的財産戦略強化期間」（３か年）の基本目標 

(平成 15～17 年度) 

 

 

１ 来所相談（P.30）              ６,０００件 

２ 普及啓発参加(P.26)             ４,０００人 

３ 特許電子図書館(IPDL)活用研修(P.31) １,０００人 

４ サポートスタッフ研修(P.27)       ２００人  
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１　相談機能の強化　

１　相談機能の強化

４　ライセンシングの支援

注：☆は、平成15年度に実施する主な事業

５　侵害対策

６　デザイン、コンテンツ開発への支援

７　権利取得の支援

２　事業化支援、販路開拓支援

３　資金調達手段の多様化

第１　知的財産戦略の重要性を知る

第２　自社にしかない知的財産を創る
     ～知的財産を創り、権利化する～

第３　競争優位を確立する
　  ～知的財産を事業化し、権利活用する～

１　普及啓発

２　人材育成

３　知的財産情報の提供

２　知的財産情報の利用支援

３　他社・大学等の保有する知的財産の活用支援

４　産学公連携、共同開発の推進

５　研究開発の支援

 

第２章 支援施策の体系 
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シンポジウム、セミナーの開催 26
｢ＴＯＫＹＯ発！世界特許（仮称）｣の実施 26

(2)サポートスタッフ研修 27
(3)都立の大学の教職員や公設試験研究機関の職員の
　知的財産意識の向上

27

(1)技術経営(MOT)人材育成セミナーの開催 27
(2)技術経営(MOT)人材育成機関の設置 27
(3)創業支援施設におけるフォスタリング(育成)機能の
　強化

28

(1)事例を踏まえた中小企業向けマニュアルの作成 28
(2)知的財産経営情報の発信 28
知的財産総合センターにおける相談機能の強化 30

特許電子図書館(ＩＰＤＬ)を活用した調査への
支援

30

特許電子図書館(ＩＰＤＬ)活用研修の実施 31
全国ＴＬＯ交流会の開催 31
産学公連携成長企業発掘支援事業 31
都の保有する知的財産の管理に関する基本
方針の策定

32

都有特許権等の管理条例の廃止と新たな
知的財産管理規則の制定

32

(1)産学公連携コーディネート機能の強化 32
(2)都立の大学における産学連携の強化 33
(3)学会を活用した産学連携支援 33
(4)共同研究開発の促進 33

公設技術支援機関の広域連携による技術開発
支援の充実

34

技術審査機能の強化 34
技術支援に係る人材確保 34
大学の保有する計測機器の開放 34

(2)技術開発などに対する助成金の複数年度化 35
(3)東京都産業科学技術振興指針の策定 35
(1)デザイン等に関する総合的支援の実施 35
(2)コンテンツ開発への支援 アニメ産業振興の仕組みづくり 36
(1)弁理士、弁護士の活用支援「となりの先生紹介事業
　(仮称）」

36

(2)外国特許出願費用助成 36
(3)特許電子図書館 (ＩＰＤＬ) の活用支援(再掲) 36
(4)中小企業に対する審査請求手数料等減免制度の
　拡充【国への提案要求】

37

知的財産総合センターにおける相談機能の強化 39
(1)市場調査の支援 39
(2)ニューマーケット開拓支援事業 39
(3)アニメ産業への国際市場開拓促進支援 40
(1)中小企業の資金調達先への情報開示の促進 40

ＣＬＯ、ＣＢＯ等の活用 40
中小企業投資事業有限責任組合等の活用
による資金支援

41

知的財産の証券化・信託方式に関する支援 41
制度融資・信用保証制度の利用促進 42
東商テクノネット技術評価事業等への協力 42

特許流通アドバイザーによる支援 42
(1)外国侵害調査助成 43
(2)外国での権利侵害に係る相談体制の強化 43
(3)訴訟支援の仕組みの検討 43
(4)都民・学生・生徒向け普及啓発 43
(5)侵害に対する罰則の強化【国への提案要求】 43

(2)都の知的財産権の移転促進

特許電子図書館 (ＩＰＤＬ)の活用支援

(1)中小企業向け普及啓発

(1)ＴＬＯ・大学等からの技術移転の促進

(3)融資による資金調達の支援

(2)社債、株式等による資金調達の支援

(1)産業技術研究所等による技術支援の強化

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆
☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆
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凡 例 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜☆＞；平成 15 年度に実施する主な事業を示す。 

 

【  】；事業実施所管局を示す。 

     なお、本章では「東京都知的財産総合センター」を 

「知的財産総合センター」と表す。 



 25

第１ 知的財産戦略の重要性を知る 

 

【「知的財産戦略の重要性を知る」とは】 

＝よく知る＝ 

厳しい技術競争が続く中、優れた技術を保護する手段として、効果的に知

的財産制度を活用していくためには、知的財産制度の内容や活用方法を正確

に知らなければならない。 

この点が不十分であると、自社の技術等を保護できないだけでなく、他社

の権利侵害に当たるとして事業活動を阻害されたり、さらには損害賠償を支

払うことにもなる。 

 

＝中小企業のトップ自らが知る＝ 

知的財産の専門家に安易に委ねることなく、企業のトップ自らが認識を深

め、自社の知的財産権意識を向上させる必要がある。 

そのことにより、技術等の開発に当たって、成果をどのように権利として

保護すべきかなどを常に意識しながら開発の方向付けを行い、より優れた技

術の開発や強い権利化に結びつけて事業化を進めることができるようにな

る。 

 

＝経営戦略として知る＝ 

経営戦略は、知的財産戦略や技術戦略と一体となって進め、知的財産権の

有効期間や技術の動向などを総合的に判断し、開発成果を最大限有効にする

よう決定する必要がある。 

併せて、知的財産権にかかわる社内体制を強化するなど、知的財産制度に

関する的確な実践的理解が強く求められている。 

 

【施策の重点】 

１ 普及啓発 

２ 人材育成 

３ 知的財産情報の提供 
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【施策の方向性】 

１ 普及啓発      
 
(1)  中小企業向け普及啓発  
 ○ シンポジウム、セミナーの開催 ＜☆＞ 17 年度までの目標=参加 4,000 人 

①  中小企業向けのシンポジウム、セミナーの開催、産業交流展での企

画展示、国の特許流通フェア※への参加展示など多様な機会を積極的

に活用する。 
また、パブリシティを利用した効果的なＰＲや、制度上の留意点（特

許料等減免制度や早期審査制度、権利維持のための手続きなど）の周

知も積極的に進めていく。 
② 発明協会等の知的財産関連機関の協力を得て、専門的セミナーを行う。 
③ 区市町村や経済団体と連携し、地域の中小企業のニーズに応じたセミ

ナーを行う。 
【知的財産総合センター】 

 

 
○ ｢ＴＯＫＹＯ発！世界特許（仮称）｣の実施 

    外国特許によって事業展開している中小企業をモデル企業として取り

上げ、ＰＲする「ＴＯＫＹＯ発！世界特許（仮称）」事業によって、知的

財産に係る普及啓発を行うとともに、外国特許取得企業の情報発信を支

援し、中小企業が積極的に外国特許取得に取り組めるようにする。 
   ① 発表会の開催 

② 知的財産総合センターのホームページで情報提供 
・モデル企業の紹介 ・外国特許出願助成を受けた企業の経過紹介 

   ③ 外国特許出願費用助成を受けた企業の製品等の紹介   
【産業労働局、知的財産総合センター】 

 

 
 
 
 
 
 
 

※特許流通フェア；特許導入を希望の企業と特許提供を希望の企業や大学等が一堂に会するイベント 
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(2) サポートスタッフ研修 ＜☆＞ 17 年度までの目標＝200 人 

   普及啓発には地域に密着した区市町村単位の活動と連携した取り組みが

不可欠である。そのために都や区市町村の職員、東京商工会議所等の経済団

体の職員が、知的財産の重要性を十分に認識して対応することが肝要であり、

知的財産総合センターの活用推進員等が講師となり、これらの職員向けに知

的財産に係る研修を積極的に行う。 
終了した職員は、中小企業の知的財産戦略に対する支援についての「サポ

ートスタッフ」として、中小企業と知的財産総合センターとの連携役を担う

こととする。 
 【知的財産総合センター】 

       

 

(3) 都立の大学の教職員や公設試験研究機関の職員の知的財産意識の向上 
    都立の大学の教職員については、知的財産の重要性の認識を深めるととも

に、知的財産教育に関する教育プログラムを開発する。 

    公設試験研究機関の職員については、中小企業における知的財産戦略の重

要性への認識を深めるとともに、知的財産に関する中小企業への指導力を高

め、知的財産総合センターと連携した中小企業支援の強化を図る。 

                   【大学管理本部、公設試験研究機関】 

                                  

２ 人材育成 

 
(1) 技術経営(MOT)人材育成セミナーの開催 

企業の知的財産戦略を担う人材を育成するため、経営にも明るい技術経

営者を育成する「技術経営(ＭＯＴ)人材育成事業」を実施する。 
当面は、中小企業振興公社が行う｢経営セミナー｣や｢ＴＯＫＹＯ起業塾｣

において、技術系の経営者を育成する｢ＭＯＴコース｣、ソフトウェアやコ

ンテンツの開発に携わる経営者を育成する｢プロジェクトマネジメントコ

ース｣などで、より高度なカリキュラムを創設する。 
【産業労働局、知的財産総合センター】 

 

(2) 技術経営(MOT)人材育成機関の設置 
社会人向け大学院 MOT コースなど、技術経営人材を育成する新たな人

材育成機関の設置を検討する。 
【大学管理本部】 
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(3) 創業支援施設におけるフォスタリング（育成）機能の強化  
創業・ベンチャー企業の経営力向上を支援するため、創業支援施設等で

のフォスタリング（育成）機能を強化する。具体的には、助成金受給企業

へのソフト支援の強化などを図る。 
【産業労働局】 

 

 
３ 知的財産情報の提供 
 
(1) 事例を踏まえた中小企業向けマニュアルの作成 ＜☆＞ 
    相談事例等を踏まえ、中小企業向けのより実践的な留意事項に重点を置

いたマニュアルを作成する。 

【知的財産総合センター】 

 

 
(2) 知的財産経営情報の発信 

知的財産総合センターのホームページを開設するとともに、パンフレッ

トなどの充実を図り、知的財産総合センターから発信する情報の質を高め

ていく。特に、ホームページは、知的財産に係る一般的な事項、様々な場

所で行われている知的財産の研修やシンポジウム、中小企業向けの助成制

度、関係機関リンク集など多岐にわたる知的財産経営情報がわかりやすく

得られるものとする。 
【知的財産総合センター】 
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第２ 自社にしかない知的財産を創る ～知的財産を創り、権利化する～ 

 
【「知的財産を創る」とは】 

中小企業が次のような取組みによって、知的財産を積極的に創造することで

あり、自社にしかない知的財産を持つことである。 

(1) 経営戦略に基づき、自社の技術開発の方向性を明確にする。 

(2) 技術開発を図るための産学公連携等を推進する。 

(3) 優れたアイデア・発想などをもとに技術開発、コンテンツ開発、デザイ

ン開発を行う。 

【「知的財産を権利化する」とは】 

中小企業が次のような取組みによって、知的財産を保護することである。 

(1)権利化(特許等)するか、ノウハウ※のまま保持するかの判断を行う。 

    技術の性質（外から分かりにくい技術かどうかなど）や競業の状況

（公開が他社の追随を招くかどうかなど）を的確に判断する。 

① 権利化 ＝公開する代わりに、一定期間の排他権を得る。 

② ノウハウ＝排他権はないが、秘密保持の期間に限定は無い。 

 

(2)権利化をしようとするときは、権利化できるか調査する(先行技術調査) 。

(3)権利化を｢早く｣｢広く｣｢強く｣行う。 

「早く」＝少しでも早く出願した者が特許等を取得できる。(先願主義)

「広く」＝類似技術等によって独占を脅かされないよう、より広い範

囲の技術や製品を含むことができる内容の特許とし、また、

複数の特許のいわば「束」によって権利を確保する。 

   「強く」＝内容及び手続に訴訟などで無効となるような瑕疵がない。

 

【施策の重点】 

１ 相談機能の強化 

２ 知的財産情報の利用支援 

３ 他社・大学等の保有する知的財産の活用支援 

４ 産学公連携、共同開発の推進 

５ 研究開発の支援 

６ デザイン、コンテンツ開発への支援 

７ 権利取得の支援 

 

※ノウハウ ；11 ページの脚注を参照。 
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【施策の方向性】 

１ 相談機能の強化   17 年度までの目標=来所相談 6,000 件 

 
知的財産総合センターにおける相談機能の強化 ＜☆＞ 

① 高度な専門知識と経験を有する活用推進員が特許調査の意義をアド

バイスするとともに、「特許電子図書館」※等による調査をサンプル的

に行い、参考情報として提供する。 

② 商標権や著作権などを含めた知的財産権全般について、十分に相談 

に対応できるよう、機能の充実強化を図る。 

③ 東京都立産業技術研究所(以下「産業技術研究所」という。)等の技

術支援事業と有機的な機能充実を図るため、知的財産や技術開発につ

いて連携し、相談者のニーズに合った対応の強化を図る。 

④  地域（城東・城南・多摩）の中小企業振興センター等とのネットワ

ークにより、中小企業の知的財産戦略策定のアドバイスを行う。 

⑤ 権利化に当たっての留意点などについて、活用推進員が総合的な立場 

から相談に応じるとともに、弁理士等による専門的なアドバイスを行

う。                    

【知的財産総合センター】 

       

２ 知的財産情報の利用支援 
 
特許電子図書館 (ＩＰＤＬ) ※  の活用支援 
○ 特許電子図書館(ＩＰＤＬ)を活用した調査への支援 

他社の知的財産情報は、企業経営にとって極めて貴重であり、多くの

大企業では、従来から知的財産情報の調査を研究開発の基本的業務とし

て行っている。 
特許庁による特許電子図書館（ＩＰＤＬ）は、保有する約 4,800 万件

の特許情報等をインターネット上で公開しており、中小企業にとってこ

れを活用することによって、技術トレンドを把握でき、自社の技術開発

テーマの重要なヒントを得ることができる。 
そこで、知的財産総合センターに特許電子図書館(ＩＰＤＬ)の検索アド

バイザー※を設置するなど、中小企業による特許電子図書館(ＩＰＤＬ)を
活用した知的財産情報の調査を支援する。 

【知的財産総合センター】 

 

 ※特許電子図書館（ＩＰＤＬ） ；８ページの脚注を参照。 

※検索アドバイザー；特許電子図書館による検索や活用の方法について相談、講習等を行う。都内には現在、 

発明協会東京支部に１名設置しているのみである。 
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○ 特許電子図書館 (ＩＰＤＬ) ※活用研修の実施  

多くの中小企業にとって経験の蓄積が不足している特許電子図書館の

利用に関する研修の充実を図る必要がある。そのため、特許電子図書館

を利用できるパソコン端末等が設置されている産業技術研究所等の施設

を活用し、積極的に研修を実施する。 
なお、実施に当たっては、知的財産関連のＮＰＯ(特定非営利活動法人)

等の活力を活かす工夫を講じるよう努める。 
【産業労働局、知的財産総合センター】 

 

 
３ 他社・大学等の保有する知的財産の活用支援 
 
(1) ＴＬＯ※・大学等からの技術移転の促進 
○ 全国ＴＬＯ交流会の開催 

 全国のＴＬＯと企業との技術のマッチングを目的とした交流会を開催

し、企業が必要とする技術、学･公が提供できる技術を相互に提示し合い、

ＴＬＯからの技術移転を促進するとともに、共同研究の具体化をめざす。 
【産業労働局】 

 

 

○ 産学公連携成長企業発掘支援事業 ＜☆＞ 

企業との共同開発研究を希望する大学等の開発テーマを公募し、その開

発テーマにかかる技術を大学から移転することにより、技術力や製品開発

力があり将来有望な企業の事業化成功事例をつくり出すモデル事業に対

し、助成金等の支援を行う。 
【産業労働局】 

 

 

 

 

 

 
 

 

※特許電子図書館（ＩＰＤＬ） ；８ページの脚注を参照。 

※ＴＬＯ；７ページの脚注を参照。 

17年度までの目標＝1,000人 
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(2) 都の知的財産権の移転促進 
○ 都の保有する知的財産の管理に関する基本方針の策定 ＜☆＞ 

① 知的財産を積極的に創り出す 
   自治体規模から考えれば相対的に少ない都の知的財産の保有数と

活用実績を引き上げる。 
② 積極的な技術移転促進策 

中小企業への技術移転を行うことで中小企業の研究開発への支援

を行う。 
③ 取得、維持に際しての戦略的な対応 

知的財産権の取得に当たっては、どのような目的で、どのように活

用していくかを踏まえることが必要であり、また、出願時に見込んで

いた活用が図られない場合には、一定期間の後に知的財産権の保有に

ついて見直しを行うなど戦略的な対応を図っていく。 
【財務局】 

 

 

○ 都有特許権等の管理条例の廃止と新たな知的財産管理規則の制定  
   制定以来、50 年間に一度も改正されず、現下の知的財産の活用動向に

的確に対応できる内容となっていない「東京都有特許権及び実用新案権

の管理条例(昭和 26 年東京都条例第 103 号)」を廃止し、これまで不動産

が中心であった公有財産規則とは別に知的財産に係る東京都規則を新た

に制定する。 
 本来、財産管理に関する仕組みは規則で定めることができるものであ

り、また、規則とすることにより知的財産を巡る社会環境の変化に応じ

て弾力的かつスピーディーに制度運用を行い、都の知的財産をこれまで

以上に積極的に活用することができる。 
【財務局】 

 

 

４ 産学公連携、共同開発の推進 
 
(1) 産学公連携コーディネート機能の強化  

技術開発において中小企業の抱えている技術的課題を解決するため、大

学や研究機関との産学共同研究の円滑な連携を推進するためのリエゾン機

能（仲介調整機能）を担うコーディネータの役割が重要である。 
このため、産業技術研究所のコーディネータ事業の一層の充実を図ると

 

＜☆＞ 
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ともに、多摩中小企業振興センターなどにコーディネータを配置するなど、

産学公連携コーディネータ事業の体制強化を図っていく。 
【産業労働局】 

 

 

(2) 都立の大学における産学連携の強化 ＜☆＞ 
大学の研究成果を活用した新産業創出やベンチャー企業支援のためには、

都立の大学における産学連携の一層の強化が求められる。具体的には、共

同研究施設やインキュベーション施設などを設置した産学連携の拠点の整

備について検討する。また、大学の研究シーズのホームページでの公開や

コーディネータによる大学の研究シーズと企業ニーズのマッチングを促進

していく。 
    【大学管理本部】 

 

 
(3) 学会を活用した産学連携支援 

大学等の研究者における最新シーズの発表の場である｢学会｣を活用した

中小企業への産学連携支援施策を検討する。例えば、学会情報をインター

ネットを通じて、中小企業へ総合的に提供するとともに、都の施設を学会

のイベント、セミナー、シンポジウム等に開放し、中小企業の学会への参

加を促進する。 
    【産業労働局】 

 

 
 (4) 共同研究開発の促進 ＜☆＞ 

 地域にある産学公の技術力を結集し、シーズ研究から実用化研究、そ

して、地域産業への技術移転を通じ、地域経済の活性化を促す取り組み

を産業技術研究所や都立の大学、都内中小企業等が連携して実施してい

く。 

 また、外部資金の確保を通じて弾力的にコンソーシアム研究※が行える

仕組みを構築する。 

    【産業労働局】 

 

 

※コンソーシアム研究；中小企業、試験研究機関、大学等が研究共同体（コンソーシアム）を組み、研究

開発を行うこと。 
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５ 研究開発の支援 
 
(1) 産業技術研究所等による技術支援の強化 
 ○ 公設技術支援機関の広域連携による技術開発支援の充実 
    中小企業のニーズの多様化、高度化に伴い、産業技術研究所だけでは

すべての事例について対応できないケースが増えてきている。このため、

次のような公設技術支援機関の広域連携による技術開発支援の充実を図

っていく。 

① 首都圏テクノナレッジ・フリーウェイの構築 

首都圏の各公設試験研究機関の保有技術や機器、人材、特許などの技

術情報を Web 上で共有・活用し、一般公開することによって、地域の

中小企業へ都県域の枠を超えたワンストップサービスを提供する。 

② 開放機器や受託研究の相互活用の推進 

③ 共同開発研究や情報・人材交流の推進の検討 

④ 迅速な成果のための開放実験室（オープン・ラボ）の整備 

⑤ 研究成果の共同発表会の開催            

【産業労働局】 

       

 ○ 技術審査機能の強化 
技術開発の支援を的確に行うためには、試験研究機関の役割として「試

験・研究」、「技術支援、普及」に加えて、「技術審査」機能の強化が求め

られる。産業技術研究所に「技術審査」機能を明確に位置づけ、その機

能を発揮していくための体制を整備していく。 

【産業労働局】 

 

 ○ 技術支援に係る人材確保 ＜☆＞ 
    先端的な技術に係る技術支援については、アップトゥデートな技術に

詳しい優秀な人材による支援が必要不可欠である。そのため、産業技術

研究所では今年度から任期付の研究員を任用したが、引き続きこうした

人材を確保する。 

               【産業労働局】 

 

 ○ 大学の保有する計測機器の開放  

都立の大学が保有する計測機器について、中小企業への開放を検討し

ていく。                      

【大学管理本部】 
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(2) 技術開発などに対する助成金の複数年度化 ＜☆＞ 
    新技術・新製品開発助成など技術開発に関する助成金について、会計年

度をまたがって助成することもできる仕組み（複数年度助成）を活用し、

中小企業の技術開発状況に合わせて柔軟な資金支援を実施していく。 
 【産業労働局】 

 

(3) 東京都産業科学技術振興指針の策定 ＜☆＞ 
地域の科学技術の特徴を踏まえ、独自の目標と具体的な方法を検討し、

産業科学技術振興に取り組んでいくため、東京都産業科学技術政策の基本

となる指針の策定に取り組んでいく。         【大学管理本部】 

 
６ デザイン、コンテンツ開発への支援 
 
(1) デザイン等に関する総合的支援の実施 

中小企業の産業活力を高め、企業競争力を強化するため、東京の特色ある

地域資源である民間のデザイン人材を最大限活用し、中小企業のためのデザ

イン支援を総合的に実施する。そこでは、次のような事業を行い、中小企業

の高付加価値化、個性化、差別化を強力に推進していくとともに、知的財産

総合センターとの相乗効果をめざす。 
 ① デザイン相談 

 産業技術研究所や中小企業振興センターでユニバーサルデザインや情報

デザインなどの支援を行う。さらに、民間の専門家によるデザインに関す

る総合相談を実施する。 
 ② デザイン創造塾 

経営戦略やマーケティングから製品・店舗デザインまでの一貫したカリ

キュラムにより、売れる製品、売れる店舗づくりを体得する実践的セミナ

ーを実施する。 
 ③ デザイナーアーカイブ 

デザイナーを中小企業支援の専門家として登録し、中小企業の求めに応じ

て派遣し、アドバイスを行う。 
 ④ 「デザインマーケット」によるデザインの個別支援  

   中小企業からデザイン支援の申込みがあった案件について、産業技術研

究所のデザイナーや、都内のデザイン教育機関と連携してデザイナー予備

軍から提案して公募し、中小企業は提案のあった中から良いものを採用す

る。採用された場合には、そのデザイナーの名前を製品や店舗に記載する

など、デザイナーについても積極的に宣伝する。                  
【産業労働局】
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(2) コンテンツ開発への支援 
 ○ アニメ産業振興の仕組みづくり 

アニメ産業の振興を図るため、アニメ制作に係る資料の収集及び展示

をし、人材育成に資するとともに、中小のアニメ制作会社、世界中の新

鋭アニメ作家が集い、共同制作する仕組みを提供することにより、クリ

エーターのコンテンツ開発を支援することを検討していく。 
【産業労働局】 

 

７ 権利取得の支援 
 
(1) 弁理士、弁護士の活用支援「となりの先生紹介事業(仮称)」 ＜☆＞ 

知的財産権を取得し、また、活用しようとする企業に対して、適切な弁

理士又は弁護士を中小企業に紹介し、知的財産に関する専門家の活用を支

援していく。 
                   【産業労働局】 

 

(2) 外国特許出願費用助成 ＜☆＞ 
経済のグローバル化に対応し、中小企業の外国特許出願への支援として

出願費用助成を行う。 

なお、外国特許出願はＰＣＴ※ルートを経由して各国出願を実施(ＰＣＴ

出願※)すると最大 30 か月までの期間で手続きが可能である。そのため、今

後は会計年度をまたがることができる助成制度の仕組みを活用するなど、

外国出願の手続きに対応した一層使いやすいものにしていく。 

【産業労働局】 

 

(3)  特許電子図書館 (ＩＰＤＬ) ※の活用支援(再掲) 
   知的財産権の出願や審査請求に当たっては、先行する技術について、特許

電子図書館等を活用し、既に他社によって出願や権利取得がされているかを

調査し、権利化の見込みのない発明に関しては無駄な費用を節減することが

重要である。 

このような知的財産情報の調査について、知的財産総合センターに検索ア

ドバイザー※を設置するとともに、特許電子図書館活用研修を実施する。 

【知的財産総合センター】 

 

     

 

 

 

※PCT；Patent Cooperation Treaty  特許協力条約（PCT 条約） 

※PCT 出願；特許協力条約（PCT 条約）に基づき１箇所への出願で複数の国に同時に出願できる国際出願。 

※特許電子図書館 (ＩＰＤＬ)；８ページの脚注を参照。 

※検索アドバイザー；30 ページの脚注を参照。 
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(4)  中小企業に対する審査請求手数料等減免制度の拡充 ＜☆＞ 
    中小企業における知的財産の取得を促進させるため、外国の減免措置制

度の状況なども勘案し、中小企業者に対する審査請求手数料等の減免措置※

の抜本的見直し等を含め、減免措置の拡充及び対象要件等の緩和を図るよ

う国に提案要求する。  
 【国への提案要求】 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）アメリカにおける小規模団体への料金割引制度 
（スモールエンティティー制度） 

 
アメリカでは、小規模事業者、非営利団体や個人（以下「小規模団体」という。）

については、次のとおり料金が 50％割引される制度がある。 
 
(1)小規模団体 

関連会社を含めて、従業員 500 人を超えない企業は対象となる。非常勤・アル
バイトを含めた直前 12 か月の平均従業員数で数える。「関連会社」とは、いずれか
一方が他方をコントロールできる場合や、2 者間には関係がなくても、第三者が両
者をコントロールできる関係にある場合などをいう。 

その他、大学、政府研究機関などの非営利団体や個人発明者も対象となる。 
いずれの場合も、小規模団体でない者に対して、発明に係る権利を「譲渡、許諾、

権限設定、実施許諾」しておらず、「これらを行う契約上又は法律上の義務を負って
いない」ことが条件である。 

 
(2)割引される料金 
  特許出願料（国際出願料を除く）、特許登録料、特許権維持料、期間延長請求費用、

権利回復請求料など 
 
(3)手続き 

自らが小規模団体であることを主張することで料金が半額となるが、偽って割引
を受けると、不公正行為として特許無効又は行使不能となる場合がある。 

 
(4)実績 
  概ね、111,000件【2002年に、50%割引を得た特許出願数。アメリカ特許商

標庁への全特許出願数の約3分の1に当たる。】 
 （参考）日本における中小企業に対する審査請求手数料減免実績（平成13年）811件
           （日本には、中小企業に対する出願手数料の減免制度はない。）
 
 

＜資料＞鈴江武彦『アメリカ特許の実務～米国特許出願・中間処理・訴訟～』発明協会 

Federal Register  vol.68 no.134.p41534 
第 156 回国会 経済産業委員会(平成 15 年 4 月 23 日）議事録 

※中小企業に対する減免措置；資力に乏しい中小企業(法人税非課税で、設立 10 年以内（平成 16 年 4 月以降)）、

研究開発型中小企業などに限定され、実績も乏しい。 
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第３ 競争優位を確立する ～知的財産を事業化し、権利活用する～ 

 

【「知的財産の事業化」とは】 

中小企業が次のような取組みによって、知的財産を活用し事業化を進めるこ

とである。 

(1) 知的財産を活かして収益を上げ、次の新たな技術開発を行っていく。ま

た、そのために、マーケティング力や営業力を高め、市場開拓を進める。

(2)知的財産を活用した事業やプロジェクトに対して外部資金(融資、投資)

を得る。 

(3) 自社の持つ知的財産権を他社にライセンス※又は譲渡をし、収益を得る。

知的財産の活用には、自らその技術等を利用して製品化、事業化する

以外に、①他社に実施権を付与してロイヤリティ※を得る場合と、②他社

に権利を譲渡する方法がある。 

最近は特許流通※の仲介を業務とする企業も登場しており、知的財産活

用の選択肢として十分に検討されるべきであろう。 

【｢知的財産の権利活用｣とは】 

中小企業が、自社の知的財産権を侵害し、模倣する者に対して、コストとメ

リットを考慮しながら、警告、訴訟、ライセンスへの誘導等適切に対応するこ

とである。 

他社からの侵害があった場合には、戦う姿勢を示さなければ、製品などの単

価の下落や売上減少を招き、さらには、市場も侵食されることとなる。 

最近は、知的財産訴訟において法律改正により損害額の立証が容易になり、

損害賠償額も大幅に増大していることなどから、訴訟も急増している。 

 

【施策の重点】 

１ 相談機能の強化  

２ 事業化支援、販路開拓支援 

３ 資金調達手段の多様化 

４ ライセンシングの支援 

５ 侵害対策 

 

 

※ライセンス；７ページの脚注を参照。 

※ロイヤリティ；12 ページの脚注を参照。 

※特許流通；企業や大学等の知的財産をライセンスや譲渡等で他の企業等に移転すること。 
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【施策の方向性】 

１ 相談機能の強化 
 
知的財産総合センターにおける相談機能の強化 ＜☆＞ 
 ① 特許等を活用し製品化･事業化を図る際に、中小企業振興公社の助成事業

やニューマーケット開拓支援事業などを紹介し、相談者のニーズに応じた

対応の強化を図る。 

   なお、ニューマーケット開拓支援事業の事務所は、知的財産総合センタ

ーに隣接し、有機的な連携を保てるようにしている。 

 ② 知的財産の流通による技術移転などに関して、活用推進員が企業の経営

面などからの総合的なアドバイスを行うとともに、特に特許に関しては、

特許流通アドバイザー※が相談に応じて支援する。 

 ③ ライセンス※契約や、知的財産権の侵害に関する訴訟等について、日本弁

護士連合会などの協力を得て、弁護士による知的財産の専門的な相談に応

じ、アドバイスを行う。 

                        【知的財産総合センター】 

 

 

２ 事業化支援、販路開拓支援 
 
(1) 市場調査の支援 

新規創業やベンチャー企業及び経営革新を図ろうとする中小企業等の新

たな事業計画に対して、事業の可能性を評価する「事業可能性評価事業」

を充実させていくとともに、事業可能性評価委員会において一定の評価を

得た成長の可能性の高い中小企業等の事業については、市場調査などによ

り事業化支援の充実を図っていく。 
【産業労働局】 

 

(2) ニューマーケット開拓支援事業 ＜☆＞ 

  ニューマーケット開拓支援事業※により、中小企業の優れた技術力や製品

について、営業経験の豊富な大企業ＯＢなどのもつネットワークや市場情

報を活用し、個々の商社・メーカーに紹介し、販路開拓を支援する。       
【産業労働局】 

 

 
※特許流通アドバイザー；特許流通に関する幅広い相談を無料で実施し、開放可能な特許等をもつ企業や大学等

と、ライセンスを受けることを希望する企業等とのマッチングを図る。 

※ライセンス；７ページの脚注を参照。 

※ニューマーケット開拓支援事業；60 ページを参照。 
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 (3) アニメ産業への国際市場開拓促進支援 ＜☆＞ 

アニメ産業の国際競争が激しくなる中で、アニメの国際的な商談の場で

ある東京国際アニメフェアの充実など、世界に向けて、アニメ作品の情報

発信力の強化を図る。 
                     【産業労働局】 

 

 

３ 資金調達手段の多様化 
 
 (1) 中小企業の資金調達先への情報開示の促進 

 積極的な技術開発や知的財産権の取得にもかかわらず、知的財産権単

体の価値評価や収益予測は困難なため、現在の資金調達は事業収益が明

確な場合に限られている。 

 中小企業が知的財産を活用した事業を実用化しようとする段階で、資

金調達を図るためには、投資家及び金融機関が資金供給できるよう、中

小企業の事業実現性及び収益性等の情報を開示することが求められてい

る。 

 中小企業における①基本的な経営情報(役員・従業員構成、決算状況、

取引先情報等)、②より客観性のある知的財産を活用した事業の実現可能

性、③収支予測、などの情報の投資家及び金融機関に対する開示を実現

することで、資金調達が図られる土壌を整備する。 

【産業労働局】 

 

 

(2) 社債、株式等による資金調達の支援 

○ ＣＬＯ、ＣＢＯ等の活用 ＜☆＞ 
     知的財産が既に事業化され、収益の柱となっている中小企業による、

ＣＬＯ（ローン担保証券）・ＣＢＯ（社債担保証券）の利用促進を図り、

市場からの資金調達の拡大をめざす。 
【産業労働局】 
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○ 中小企業投資事業有限責任組合※等の活用による資金支援 
    ベンチャー企業･中小企業への投資の途を開くため、中小企業投資事業

有限責任組合等を活用し、優れた技術を有する企業に資金を供給すると

ともに、一般投資家の｢エンジェル｣的な投資マインドを醸成する。また、

株式公開を前提としなくても投資収益が得られるよう、利益参加社債※の

活用可能性を検討していく。 
【産業労働局】 

 

 

○ 知的財産の証券化・信託方式に関する支援 
    ライセンス契約によるロイヤリティ※収入等がある程度確定した知的

財産について、新たな研究開発資金の確保に向け、保有企業による知的

財産の証券化に関する検討に対し、情報提供の支援をしていく。また、

信託制度においても同様の支援をしていく。 
【産業労働局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中小企業投資事業有限責任組合；「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」に基づき設置さ

れる組合。この投資事業有限責任組合では有限責任組合員は執行権をもたない代わりに責任が出資額の

範囲内にとどまる。組合は中小企業・ベンチャー企業に投資し、その企業の配当や上場した際の売却益

等を組合員に分配する。 

 

※利益参加社債：元本の満期一括償還、金利の定期的な支払に加え、企業等の業績に応じて一定の利益分

配を約束する社債。事業化に必ずしも株式公開等を前提としない中小企業への投資の場合に資金回収が

困難な株式による資金供給や、リスクに見合う投資収益を得られない固定金利の社債による資金供給の

欠点を補う資金供給手法として期待できるが、我が国では発行手続や税法上の取り扱いなどが明確化さ

れていない。 

 

※ロイヤリティ；12 ページの脚注を参照 
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 (3) 融資による資金調達の支援 
 ○ 制度融資・信用保証制度の利用促進 ＜☆＞ 
   ① 技術・事業革新等支援資金融資の充実 

制度融資である｢技術・事業革新等支援資金融資｣の融資保証額を決

定する技術力評価審査において、従来の事業実現可能性・収益性評価

に加え、開示された企業情報に基づき、さらに知的財産を付加した評

価審査を行う。 

   ② 売掛債権担保融資の利用促進 
知的財産を活用した商品等の契約締結時における「売掛債権担保融

資」の普及啓発を行い、利用促進を図る。 
【産業労働局】 

 

 

○ 東商テクノネット技術評価事業等への協力 ＜☆＞ 

    東京商工会議所の「東商テクノネット技術評価事業」では、中小企業

の技術評価を実施し、日本政策投資銀行等の協力金融機関への融資紹

介・斡旋を行っているが、産業技術研究所において技術評価をはじめ、

新技術の検査、測定等の協力を行う。 
【産業労働局】 

 

 

４ ライセンシングの支援 
 
特許流通アドバイザーによる支援 ＜☆＞ 

3 つの地域（城東、城南、多摩）の中小企業振興センターの「特許流通ア

ドバイザー※」との連携により、ライセンス※による技術移転に関する相談・

支援の一層の充実を図る。 
【知的財産総合センター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特許流通アドバイザー；39 ページの脚注を参照 

※ライセンス：７ページの脚注を参照 
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５ 侵害対策 
 
(1)  外国侵害調査助成 

侵害による被害の解消を図りたいと考える中小企業にとって、まずとる

べき対応策は、侵害の事実の確認である。特に調査が困難な外国における

侵害について、中小企業の事実確認調査を支援するため、調査プランの策

定など調査に関するアドバイス等において日本貿易振興会（ＪＥＴＲＯ）

と連携し、併せて、調査経費の一部助成に取組む。            
【産業労働局、知的財産総合センター】 

 

 
(2) 外国での権利侵害に係る相談体制の強化 ＜☆＞ 
   外国での権利侵害に係る相談については、現地の知的財産権事情に関す

る情報収集等を行っている関係機関（日本貿易振興会（ＪＥＴＲＯ）、アジ

ア太平洋工業所有権センター(ＡＰＩＣ)）との連携体制を強化し、現地の

情報提供やアドバイスなど相談者のニーズに応える。 
【知的財産総合センター】 

 

 

(3) 訴訟支援の仕組みの検討 
   外国における中小企業の知的財産権侵害に対する訴訟への支援の仕組み

を検討する。 
【産業労働局】 

 

(4)  都民・学生・生徒向け普及啓発  
     特許や著作権などの知的財産を侵害から守り、活用することの重要性に

対する理解を拡大するため、大学や高等学校等の教育現場での普及啓発の

実践やパブリシティの活用を行う。 
【知的財産総合センター、教育庁】 

 

(5)  侵害に対する罰則の強化 ＜☆＞ 
法改正により侵害に対するペナルティー(損害賠償及び刑事罰)を厳しく

するよう国へ要求していく。    

【国への提案要求】 
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１ 背景 ～知的財産経営へのうねり～ 

 

(1) 経済のグローバリゼーションに直面する中小企業 

 

○デフレ下で進む価格競争の限界 

長引くデフレ下での不況を乗り越えるため、中小企業は、これまでも合理化・

効率化等によるコストダウンを強力に進めてきた。 

しかし、製品・サービス等の差別化が進んでいないことなどから市場での競

争の手段が「価格」しかないケースが多いため、価格競争の激化を招き、さら

にコストダウンを進めなければならないという悪循環に陥っている。 

 

○アジア諸国における価格面・品質面の競争力の向上 

さらに、近年、中国をはじめとするアジア諸国が、低廉な労働コストと生産

技術の向上を背景に、競争力を急速に向上させており、国内のものづくり産業

は、こうした国々に対し価格面だけでなく品質面でも優位性を失いつつある。 

 

○親企業と下請企業の関係の変容 ～親企業の海外進出～ 

 また、経済のグローバリゼーションの動きや、いわゆる「空洞化」は、親企

業の行動様式を大きく変え、下請企業との関係も変容してきている。 

国内の下請企業に頼らずとも、海外の工場で受注に対応することが可能とな

った結果、親企業は、従来からの取引関係を依然として重視するものの、その

一方で、品質やコスト、納期を重視する方向へと軸足を移してきている。 

 

○プロパテント※の世界的潮流 

 一方、知的財産に関する世界的な潮流に目を転ずると、アメリカは、1980 年

代に入り、当時凋落傾向にあった国際競争力を復活させるため、特許による独

占権の保護を重視するプロパテント政策を国内のみならず海外に対しても明確

に打ち出した。そして、アメリカの影響を受け、ヨーロッパを中心とする世界

の多くの国々でもプロパテント政策が進められている。 

 我が国においても、アジア諸国に対抗するため製品や技術に対する付加価値

の重要性が高まるとともに、日米特許摩擦時代にアメリカの企業による特許訴

訟で我が国の企業が多額の損害賠償金を支払わされる事例が続出したことなど

を踏まえ、国際競争力の復活に向けて、1990 年代後半からようやく知的財産を

重視するプロパテント政策へと大きく舵が切られた。 

 
※プロパテント政策；特許を重視する政策 

 

第３章 中小企業の知的財産戦略を巡る背景 
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○高付加価値化による他社との差別化 

このように、果てしない価格競争や安価な輸入品の流入、親企業の海外移転、

さらには世界的な知的財産権保護の強化という市場環境等が続く中、中小企業

が今後市場で生き残っていくためには、高付加価値の製品の開発やそれを生み

出す技術などにより、他社との差別化を図り、自社の競争力を高めていくこと

が何よりも重要である。 

また、欧州や一部のアジアの企業では、技術が成熟し、技術革新によるコス

ト面や品質面での差別化が困難な製品分野を中心に、ブランド化を念頭に置い

た戦略的なデザインの活用が図られ、付加価値の向上に大きく貢献している。 

 

(2)  知的財産権活用の重要性 ～自社にしかない知的財産で戦う！～ 

 

○知的財産の権利化 

 資金を投入し、苦労を重ねて他社に先駆けてつくり上げた自社にしかない高

付加価値を持つ製品、そしてそれを生み出す技術、ビジネスモデル、デザイン

等こそが知的財産であり、中小企業が今後生き残っていく上で、競争力の源泉

となる貴重な経営資源である。この知的財産を経営戦略の中軸に据えて事業展

開を進めていくことができるか否かが、企業の栄枯盛衰の分水嶺となる。 

そして、経営資源としての知的財産を文字通り「自社のもの」とするために

は、知的財産制度による権利化が極めて重要である。 

 

○プロパテント政策への対応 

プロパテント政策※のもと、知的財産に関する意識や経営手法が高度化し、多

くの企業にとって知的財産権は大きな意味を持つ。即ち、知的財産権を取得し

て効果的なライセンス供与などで権利活用をすれば収益を期待できる一方で、

他社の知的財産権を侵害した場合、途方もないダメージを受ける。このため、

企業にとって、知的財産戦略は不可欠なものとなっている。 

 

○権利化の目的＝他社に対する競争優位を確立する 

 企業が知的財産を権利化する目的は、直接・間接に企業収益に貢献させるこ

とにある。具体的には、特許を例にとると次のようなものがある。 

① 他社製品の市場参入を阻止し、自社製品の市場における競争優位を確立する。 

② 他社にライセンスを供与して、ロイヤリティ収入を得る。 

③ 世の中に広くライセンスを供与して、市場において自社技術の標準化を図る。 

 
※プロパテント政策；44 ページ脚注を参照 
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④ 自社の特許も提供しつつ、他社の特許を無償で使わせてもらい（クロスライ

センス）、自社の自由度を確保して事業を有利に進める。 

 

○知的財産権の侵害から自社を守る 

 企業にとって知的財産権に関する侵害リスクは、次の２つの側面があるが、

それぞれ的確なリスク管理が行われなければならない。 

①自社が他社の特許等を侵害するリスク 

自社が他社の特許等を侵害して、製品の製造・販売の差止めや損害賠償請求

等を受けた場合、企業収益に深刻なダメージを与え、ひいては企業の存亡をも

左右しかねないことになる。 

②他社が自社の特許等を侵害するリスク 

他社が自社特許を侵害した場合、自社にとっては自社製品の単価ダウンや売

上げの減少、本来得られたであろうライセンス料の喪失など、研究開発等に膨

大な投資をしたにもかかわらず甚大な損害を被ることになる。 

 

これに関連して、金型図面の意図せざる流出の問題※などもある。 

従来の親企業と下請企業との関係においては、信頼関係に基づき、知識やノ

ウハウ、技術情報まで含めて経営資源を共有化してきた。しかし、仕事量の安

定や独自の営業活動が不要という従来の下請取引のメリットが薄れつつあり、

親企業と下請企業との関係が変容する中にあって、例えば金型産業における金

型図面の意図せざる流出のような事態に対抗していくためには、下請企業にあ

っても、今後は自社の知的財産に対する意識を高めていく必要がある。 

 

○知的財産戦略が中小企業経営の成否を大きく左右する 

  このように企業経営において、知的財産権を活用した収益への貢献、侵害に対す

る的確なリスク管理など、知的財産に関する戦略は、極めて重要な意味を持っている。

今、「知的財産立国」への動きが急速に進む中、中小企業経営は、大企業と異なり、

知的財産の経験や人材の不足をはじめ多くの面で戦略の構築上大きな課題を持って

おり、行政の積極的な支援が不可欠となっている。 

 

 

 

※金型メーカーのノウハウが詰め込まれた知的財産である金型図面が、金型メーカーの同意のないままに

海外企業に流出させられる問題。 
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２ 国の取組み 

 

(1) 経緯 

 ○「産業構造審議会知的財産政策部会」や「産業競争力と知的財産を考える

会」（平成 14 年 6 月報告書）での検討の積み重ね   

 ○平成 14 年 7 月「知的財産戦略大綱」（知的財産戦略会議） 

     15 年 3 月 知的財産基本法の施行 

７月「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」策定 

              （知的財産戦略本部） 

     ＜推進計画の概要＞ 

・大学における知的財産の創造・保護・活用 

・特許審査迅速化法（仮称）の制定 

・医療関連行為の特許保護 

・知的財産高等裁判所の創設 

・偽物対策や水際措置の抜本的強化 

・国際標準に対応した特許の取得・活用 

・コンテンツビジネスの振興 

・知的財産に重点を置いた法科大学院等の設置 

 

(2) 「推進計画」における不十分な中小企業施策 

  ○「推進計画」は、法律の制定や改廃を伴うような、制度環境の整備を主

としたものであり、中小企業に対する具体的で決め細やかな施策は乏し

いと言わざるを得ない。これは、国と地方公共団体との役割分担からす

れば、当然のことでもある。 

  ○ 総論における「配慮事項」として「中小企業･ベンチャー企業への支援」

や｢地域の振興｣が掲げられているが、各論における具体的な施策として

は、次のようなわずかな事項のみとなっている。 

   ・特許出願費のみならず、弁理士費用や知的財産権の保護を支援するた

めの施策について、03 年度中に検討し、結論を得る。 

   ・中小企業と大学等とのマッチング支援を、03 年度以降引き続き支援 

   ・中小企業大学校における研修の充実 

・大企業との秘密保持契約の普及等の環境整備 

  ○ このように、国による中小企業向けの施策が現状では不十分であるた

め、都として国への提案要求も含め、今回、具体的な施策の方向性を打

ち出すものである。 
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１ 知的財産戦略の重要性を認識し、社内体制を整備する 
 
○ 優れた技術やコンテンツ等の知的財産を保護する手段として、「知的財産権」は、

経営上大きい効果を発揮します。反対に、知的財産権を軽視すると、開発成果を他

社に模倣されて予定の利益を得られなくなるばかりでなく、知らないうちに他社知

的財産を侵害し、訴えられて大損害を被るおそれがあります。 
○ 中小企業においても、｢自社は知的財産権なんて関係ない｣｢自社の技術は他社に

は真似できない｣と決めつけるのではなく、知的財産戦略の重要性を認識し、知的

財産権についての知識を十分に持ち、知的財産権を経営の基本的な課題として捉え

ていくことが重要です。 
○ 中小企業が知的財産権に積極的に取り組んでいくためには、知的財産権管理など

の社内体制を強化することが必要です。しかし、経営資源の豊富な大企業と異なり、

中小企業は知的財産権における社内体制を整備することは容易ではありません。例

えば、大手の場合、調査担当、出願担当、契約担当など各担当別に人員が配置され

ている場合が多いのですが、中小企業では、特許担当者の専任者を置くことすら困

難であり、多くは他の業務との兼任者によって知的財産権の調査、出願、契約など

あらゆる分野の仕事をこなしているのが現状です。 
○ このような状況の中、中小企業が知的財産権を経営に積極的に取り入れていくと

ともに、知的財産権について大手企業とできるだけ対等に渡り合っていくために

は、まず、弁理士、弁護士などの専門家や｢東京都知的財産総合センター｣などの知

的財産関連機関を積極的に活用していくことが求められています。 
 
【知的財産権取得のメリット】                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２．自社の研究開発・創作成果の

実施の確保 

 

他社の権利取得を防止し、自社の実

施を確保することができます。 

１．他社の模倣の防止 

 

権利を取得していれば、権利者は権

利の存続期間中、特許発明や著作等を

独占的に実施することができます。

３．技術者・研究者の動機付けや

社員のモラールアップ 

 

権利を取得することで技術者・研究

者・開発者等がより知的財産に関心を

持つようになります。 

４．自社技術等の PR 

 

知的財産権を取得することで、自社

の技術力などを対外的に PR すること

ができ、事業展開が有利になることが

あります。 

☆ 知的財産戦略の重要性を知る 
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＜知的財産戦略の重要性を認識し、社内体制を強化した事例＞ 

 

Ｋ社は、1950 年代に創業した企業である。誰もやらなかったことに目をつけて

先代社長が自ら会社を興し、独自の水質分析製品を開発した。以来、同社は簡易な水

質分析製品を主力製品としている。水質分析製品の中でも簡易なものに特化してお

り、その分野での同社の国内シェアは高い。 

K 社の水質分析製品は、検査したい水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の変

色を添付されている標準色と比べ、同じ色又は似た色を探し、そこに示された数値が

測りたい水質の濃度になるといった仕組みを持っている。｢誰でも、どこでもできる

水質分析｣として「とりあえず概略値を知りたい」「専門的でなくとも現場で確認した

い」といったニーズに対応し、ベストセラー製品となっている。 

最近では、環境への意識が高まる中で、現在では企業、官公庁などの専門家だけで

なく、市民グループや子どもたちの環境学習の教材として、身近な水道水や川、湖な

どの調査に同社の水質分析製品を使うようになっている。 

K 社が知的財産戦略の重要性を認識したのは、模倣品が海外の販売代理店から出現

した事件である。この事件について 7 年間にもわたる裁判を行ったが、結局敗訴し

てしまった。その結果、特許を取得していなかったことでその国における市場を失う

ことになった。 

この手痛い経験を契機に、社内の特許体制を強化した。開発スタッフ全員が特許に

対する意識を持つこととし、現在では、防衛目的での出願は、自社で直接申請するこ

とができるまでになっている。 
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２ 他社や大学・研究機関等の知的財産を活用する 
 
 
【大学・研究機関等の知的財産を活用する】 

○ 経営資源が必ずしも豊富でない中小企業にとっては、一般的に企業単独で研究開

発に取り組むことは困難です。このような中、大学や公設試験研究機関等の技術、

情報、経営資源を活用して研究開発に取り組む｢産学公連携｣が注目されています。

○ 近年になって、全国で産学公連携の動きが活発化しています。しかし、大企業と

比較すると、中小企業の産学公連携に対する取組みは、まだ十分とはいえない状況

です。 

○ 経済再生のためには、大学や公設試験研究機関等における研究開発成果を社会還

元により経済・社会で活用できる施策の充実が重要という認識で、都においても産

学公連携に係る施策を加速的に推進しています。これに伴い、一部の中小企業にお

いて産学公連携に対する積極的な取組がみられるようになってきました。 

○ 激化する国際競争の中で、研究開発によって生き残り・発展を図ろうとする中小

企業にとって、産学連携の実施は従来に比べて、現実的な方策として検討すべき状

況になってきています。 

 
 
【産学公連携の種類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

※大学等によってメニューが異なります。

 
 
 
 

 

企業の技術者や研究者を大学等に派遣して、大学等の研究

者と共同で研究する制度です。 

大学等へ特定の研究課題を委託し、大学等の研究者が研究

を実施する制度です。 

大学等の研究者が企業等の簡易な相談に応じる制度です。①技術相談 

②共同研究 

③受託研究 

④受託研究員 
企業の技術者や研究者を大学の研究員として派遣し、特定

の課題について大学等の研究者が指導する制度です。  

☆自社にしかない知的財産を創る ～知的財産を創り、権利化する～ 
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【知的財産情報を活用する】 

○ 公開されている知的財産権情報は「技術情報の宝庫」であり、中小企業において

も知的財産権情報を収集し活用することは経営に大きなプラスになることが少な

くありません。特に、我が国の特許制度は先願主義を採用していますので、企業、

大学、研究所等で開発された技術はいち早く特許庁に出願され、一定期間経過後に

一般に公開されます。これらの情報はまさに有用な技術情報であり、技術動向を素

早く把握することが可能です。 

○ 出願書類には詳細に出願内容を記載することが義務づけられており、また特許情

報は技術的な内容により世界共通の体系で分類が付けられていますので、特許情報

にアクセスするだけで、体系的な技術情報を手に入れることができます。 

○ 他社の知的財産権で自社に活用できそうなものが見つかれば、ライセンス契約を

締結して実施権を得るという方法もあります。この場合、ロイヤリティが必要にな

るものの、自社単独で研究開発を行う場合と比較して、一時に多額の資金が必要と

なるケースが少なく、開発失敗のリスクも抑えられるため、経営資源の限られる中

小企業にとってのメリットは高いと考えられます。 

 
【様々な場面で活用できる特許情報】 

 
  

 

 

 
【特許情報の種類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※特許公報、特許電子図書館；８ページの脚注を参照。 

※パトリス；日本の全ての特許・実用新案・意匠・商標および海外情報を保有するデータベース。 

④権利状況調査 

①技術動向調査

②先行技術調査

③他社権利調査 

他社の技術、研究開発の動向を知ることで、重複開発の

回避、調査開発目標の設定などに利用できます。 

公知の発明、同一技術の先願を調べることで、権利取得可

能性の確認や、出願の可否を検討することができます。 

同一又は類似の技術(特許・実用新案)、デザイン(意匠)、

ネーミング（商標）を調べることにより、侵害事件の回避、

代替技術の開発などを検討することができます。 

登録原簿を調べることにより、特許権の有効性、権利移転

等の状況、実施権の設定などを確認することができます。

特許情報 

特許公報※、実用新案公報、商標公報、審決公報など 

公開特許抄録、文字商標集、商標出願速報など 

出願処分検索表、公開目次、分類索引、出願人索引など

特許電子図書館(IPDL)※、パトリス(PATOLIS) ※など 

審決取消訴訟判決集など 

公報類 

抄録類 

索引類 

データベース 

その他 
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＜産学公連携によって次代の技術開発を実施している事例①＞ 

 

YS 社は、1987 年の設立当初より一貫して、精密機械部品、半導体部品、電子部

品など幅広い分野の機械部品を対象に各種表面処理のほか、超耐食性と表面改質を目

的にマイナス温度で鉄などの金属素材にセラミックス層を析出させる複合防錆表面

処理「レイデント加工」を行ってきた。 

YS 社が、大学との共同研究開発に取り組むことになるきっかけは、ある懇親会席

上で出会った大学教授に研究室の見学を願い出、快諾をいただいたところから始まっ

た。その後、代表者は、日頃から経営の現状打破のため、自社技術のステップアップ

を思案していたこともあり、社内の理解のもと一念発起し、大学院博士後期課程に入

学を果たした。 

入学後、超臨界状態をテーマとした講演聴講がきっかけとなり、「超臨界状態にお

ける電気化学反応」という研究テーマを見つけ出した。すぐに、超臨界状態における

めっき（電気化学反応）について世界中の論文や特許の有無の検索を行い、前例がな

いことを確認し、研究テーマを決定した。また、このテーマで経済産業省関連の研究

開発委託に応募した結果、採択に至った。 

その後、開発に不断の努力を重ね、超臨界流体技術とめっき技術の融合により、省

エネ型めっき法である超臨界ナノプレイティング装置を開発し、特許を取得してい

る。YS 社では、めっき工程（脱脂～洗浄～めっき反応～乾燥）のワンストップ化の

実現へ向けて、大学と連携することで、技術応用型めっき企業として脱皮を図ってい

こうとしている。 
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＜産学公連携によって次代の技術開発を実施している事例②＞ 

 

 1970 年代に創業した YN 社は、当初は金型製造業を営んでいたが、1980 年代

後半の円高を契機に加工技術の革新を図る必要を痛感し、当時未知の分野であったウ

ォータージェットによる加工技術の開発に取り組んだ。現在では、ウォータージェッ

ト加工については他者の追随を許さない高度な加工を行っており、現在もこの技術を

さらに高度化する技術の開発を重ねている。 

現在は、ウォータージェットの次の技術として、産学公連携によってアルミ角管等

の曲げ加工に取り組んでいる。 

きっかけは、ウォータージェット受託加工のなかで、アルミ板から曲線の棒を切り

出すという注文が舞い込んだことである。従来のアルミの曲げ加工では、曲げ部分に

しわやひび割れが出たりしていた。そこで YN 社は、新しい方法で、既存のアルミ材

をしわやひび割れなしに曲げることができれば、加工の生産性が飛躍的に上がると考

えた。 

その方法を模索していたところ、ある大学教授の論文に出会った。その後、東京都

の補助金を得て大学との共同研究が始まった。この助成事業を受けられたことは、単

に資金の問題だけでなく、一定の審査を通って評価されたということで企業の自信と

なるとともに、大学側の信用を獲得し、共同開発を円滑に進めることに役立ったとい

う。 

大学との共同研究との結果、大学の理論の裏付けを得て、アルミ角パイプ等につい

てしわを出さずに曲げるという画期的な技術が誕生した。この技術に対しては多方面

から問合せが殺到しているという。 

現在の課題としては、多様な素材や寸法に対応できるための研究開発である。YN

社は現在のウォータージェットの技術が順調なうちに次の開発を行うという｢５年後

を見据えた開発｣を行っており、産学公連携はそのための重要な戦略となっている。
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３ ノウハウ保持か権利取得か判断する 
 
○ 特許取得においては、まず特許性(特許権が認められる発明性・新規性及び進歩

性等)があるかどうかの検討が必要です。しかし、特許性があるからといってすべ

て特許出願すれば良いというわけではありません。「特許権を取った方がよいケー

ス」と「ノウハウとして自社内で機密管理しておいた方がよいケース」があります。 
○ 例えば、特許として出願したものは、特許公報として公開されてしまいますので、

他社にもそれが分かってしまい、隠れた模倣を生み出す可能性があるのも事実で

す。また、形状的なものであれば、それをちょっと変えた別の方法で出願されるこ

とによって、結果的に独占できないケースが発生する恐れがあります。 
○ また、実施しても経済メリットがあまり期待できない、他にもっと優先度の高い

テーマがある、等の理由により、権利を取得しても実施されないケースも少なくあ

りません。 
○ 実際に、独自の画期的製法を考案した場合、その製法を特許化せず、内部の極秘

ノウハウとして厳重なる機密管理をし、競争優位を保っている企業もあります。 
 企業は、その製品や技術の特性、今後の技術動向、事業化見通し、コスト等を総合

的に勘案して、ノウハウ保持か権利取得かを適切に判断することが重要です。 
 
【ノウハウ保持か特許出願かの検討事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※特許公報；８ページの脚注を参照 

※先使用権；特許権を得た特許発明と同一の内容の発明を独自に発明していたと認められる者等に対してその実

施を認める権利のこと。 

 

１．他社が実施すれば、それ

を確認・発見できるか。 
→特許の対象となる技術等を、もし他社が無断で

実施しても確認・発見できないものであれば、

特許を取得しても権利行使が困難なため、ノウ

ハウ保持という選択肢も考えます。  

２．特許出願せずに秘密にし

ておいても、第三者が簡単

に追随できるか。 
→簡単に追随できるのであればノウハウとして

秘密にしておいても意味はなく、特許としての

権利化を検討する必要があります。  

３．他社に特許を取得されて

も、自社で先使用権※の立

証ができないものか。 

→他社の特許出願に先駆けて自社がその技術を

使用していたことが証明できなければ、もし他

社が特許を取得した場合、自社でその技術を実

施できなくなるおそれがあります。このような

場合には、特許としての権利化を検討する必要

があります。  

YES 

YES 

YES 

特許取得 
をめざす 

NO 

NO 

NO 

ノウハウ 
保持 

(できない) 

(できる) 

☆自社にしかない知的財産を創る ～知的財産を創り、権利化する～ 
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＜模倣の可能性などを判断してノウハウ保持か権利取得か判断している事例＞  

 

NK 社は、1960 年代創業の研究開発型化学製品メーカーである。主力製品は、光

化学をベースにした紫外線硬化型塗料や、紫外線吸収樹脂・塗料、界面化学をベース

に様々な界面活性剤を応用した消泡剤等である。自社開発のほか、大手企業との共同

開発や大手企業からの受託開発なども実施している。 

最近になって特許出願できるような研究成果が多く生まれたことから出願件数が

増加している。大手などとの共同出願によるものも多い。特許出願については弁理士

に依頼するが、先行技術調査は自社で行う。他人の特許をみて開発につなげる意味も

あるし、特許性の有無の確認と他社特許の侵害防止のためには不可欠である。 

NK 社では、特許については主に防衛的な位置づけでの出願をしている。すなわち、

特許出願によって技術内容が公開されると模倣されてしまう危険性が高いが、それで

も、特許を取得することが自社の当該製品に関わる事業の継続を妨害されないことに

つながっているので取得する意義は大きい。しかし、特許の意義は防衛だけにとどま

らない。特許取得していたおかげで、公開特許情報を見てその技術を利用したいと申

出をしてきた海外企業(ドイツ)との間で共同事業へと発展したケースもあるという。

一方、化学製品は、様々な物質の組合せによって新しい製品が生まれるといったこ

ともあり、特許として公開することが適当でない場合もある。そのような技術は、ノ

ウハウとして、特許出願しない場合もある。同社では、模倣の可能性などを総合的に

判断して、ケースバイケースでノウハウ保持か権利取得かを判断している。 
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４ 権利化を｢早く｣｢広く｣｢強く｣行う 
 
○ 特許等の知的財産権は、産業上有用な新たな技術等を創造した者に独占的な権利

を与える制度であり、著作権等を除き、上記の発明の内容を記載した書類によって

出願して、所定の手続きを踏まなければ権利は生じません。 
○ しかし、単に出願、取得すれば良いというわけではありません。｢強い知的財産

権｣となるか｢弱い知的財産権｣となるかによって、自社の経営にとっての効果は大

きく異なります。申請した知的財産が｢強い知的財産権｣となるか｢弱い知的財産権｣

となるかを決定付ける大きな要素は｢タイミング｣と｢申請内容｣です。 
○ まず、｢タイミング｣ですが、日本の特許等の知的財産権制度が先願主義を採って

いるため、基本的には迅速な出願が重要となります。 
○ 次に｢申請内容｣ですが、これについては申請内容による権利の範囲をいかに広く

とるかが大きなポイントになります。権利の範囲が不十分であると、それをちょっ

と変えた別の方法で申請することによって、結果的に独占できないケースが発生す

る恐れがあります。また、基本的な特許を、その特許に関連した、いわゆる｢周辺

特許｣によって補強するといった方法も有効です。 
○ また、特許は各国に制度があるため、各国毎に出願及び取得が必要です。そこで、

国際的に事業展開する場合には、国内だけでなく外国特許を出願する必要がありま

す。なお、外国特許の出願には、優先権主張という手続を行って自国出願を先に行

い、その後１年以内に出願すれば自国出願日と同じに扱われる制度もあります。 
 
【主な外国特許出願のルート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※PCT；36 ページの脚注を参照。 

 

 

一つの国際出願を行うことにより、出願で指定したそれぞれの締約国において通常の

国内出願と同じ効果をもち、多数の国における特許保護の取得を容易にする制度です。

外国への特許出願が、受理官庁としての国内官庁又は広域特許庁〔例えば、ユーラシア

特許庁又はヨーロッパ特許庁 (ＥＰＯ)〕や国際事務局への出願で行うことができます。

 

権利を取得したい外国がパリ条約に加盟している場合、はじめに自国の特許庁に出願

し、その出願から 12 月以内〔(特許、実用新案)、6 月以内(意匠、商標)〕にパリ条約

に基づく優先権の主張をして、その外国に出願することができます。 

PCT※出願 

 

☆自社にしかない知的財産を創る ～知的財産を創り、権利化する～ 

パリ条約 
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＜外国特許を取得し、事業の国際化に成功した事例＞ 

 

ＮT 社は、中小企業であるが、時計の夜光文字盤の世界的トップメーカーであり、

夜光塗料の分野でも世界の 60％のシェアを占めるグローバルニッチ企業である。現

在では、世界各地に販売拠点・生産拠点の整備を展開している。 

同社の躍進は、安全で従来の夜光塗料よりも 10 倍明るく、10 倍長持ちし、樹脂

やシリコン、インクにも練り合わせることができるまったく新しい夜光塗料を開発し

たことがきっかけとなった。特許は、国内と米国、カナダ、アジア諸国、豪州、ヨー

ロッパに出願した。 

出願から数年後、同様の夜光塗料を展開してきた米大手企業が NT 社の持つ基本特

許にかかる欧州特許に対し異議申し立てを提起、係争関係となったが、結局、欧州特

許庁が米大手企業の申立を却下した。その後、両者は一転しライセンス※契約交渉に

取組み、NT 社の夜光塗料の製造・加工・販売に関するライセンス契約を締結した。

現在、同社の夜光塗料は、発光色を黄緑色だけではなく、青緑色や紫色も増やすこ

とで、更に用途が広がった。現在、国内では地方自治体の広域避難場所標識、地下鉄

内避難誘導表示などに利用されている。さらに、海外では、米国国防総省内の避難誘

導表示や、スイスのトンネル内避難誘導表示、ドイツの航空会社における飛行機内の

非常時用誘導表示などにその技術が生かされている。 

 NT 社は、売上の８%を技術開発につぎ込んでおり、今後も技術開発に力を入れて

いく予定である。「事業というものはいつまでも続くと過信してはいけない。常に平

行して次の製品を作ってゆくようにしないと、いつかは潰れてしまう」という経営者

の思いのもと、NT 社は特殊化、多角化､国際化、そして技術開発の重要性を常に経

営の中心に据えている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ライセンス；７ページの脚注を参照 
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５ 市場を開拓する 
 
○ 知的財産は、それを活用して事業化を図り、収益を上げていかなければ、新たな

研究開発につなげていくことができません。しかし、多くの中小企業においては、

技術力は有しているものの、マーケティング力や営業力が十分でないため、事業化

に至らないケースが少なくありません。 
○ 知的財産権の最も基本的な実施方法は、その知的財産を用いて自社の製品・サー

ビスとして事業化を図ることです。このような製品やサービスは、権利に裏付けら

れたものであるため、経営に対する効果は絶大です。なぜなら、市場で独占的に製

品を販売できれば、競争会社の価格を考慮しないで、需用者に受け入れられる範囲

で製品価格を自由に設定できる可能性があるからです。 
○ 中小企業においては、研究開発力とともにマーケティング力や営業力を高め、あ

るいは他社や公的機関の支援の協力によってこれらの機能を補完し、知的財産を活

用した製品やサービスの市場を開拓することが求められます。 
○ 東京都では、高い技術力を持ちながら市場開拓力の脆弱な中小企業に対する支援

策として、大企業ＯＢの持つネットワークや市場情報を有効に活用し、中小企業の

優れた技術力や製品を商社やメーカーに紹介する｢中小企業ニューマーケット開拓

支援事業｣（窓口は知的財産総合センターと隣接）を実施し、中小企業の市場開拓

を強力に支援しています。  
 
【東京都の中小企業ニューマーケット開拓支援事業（概念図）】 

連  携 
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＜独自の販売方法で特許製品の市場開拓を実施している事例＞ 

 

戦前創業の寝装品メーカーL 社は、今までにない新しいタイプの枕を次々に生み出

し、高付加価値化に成功している企業である。 

 健康志向や、｢ぐっすり眠れない｣といった眠りに不満を持つ人の増加傾向により、

枕への消費者の関心は高まってきている。L 社は、これらのニーズにきめ細かく対応

した製品を開発し続けている。抱き枕、関節用枕、首の美容枕、足の枕、腰の枕など

アイデアの限りを尽くし体の各部位を支える「枕」が開発されるとともに、美容目的

など目的別、機能別にも数多くの枕を取り揃えている。機能枕には、体の部位と目的

に合わせ、痛む関節に温めてのせる枕、足の疲れ対策の足枕、机にうつ伏して寝るの

に適したオフィス用仮眠枕などである。枕は、ニーズの多様化で、一昔前の「頭を支

えるもの」から、「体全体を支えるもの」に変わりつつある。 

 多様な枕の開発とともに、取得した特許の数も約 700 に及ぶ。外国特許も約 50

件保有している。 

L 社は、販売方法も独自性を有している。全国の百貨店などに、枕のコンサルティ

ングも行う店舗を展開し、顧客のニーズや睡眠に対する悩みなどを聞くとともに、首

のカーブなどを計測し、最適な素材と最適の高さの枕を提案している。このような販

売方法は、顧客のニーズに的確に対応して満足を与えるだけでなく、新たなニーズを

収集することができるという意味でも効果が高いものといえよう。 

研究開発の面では、社内に研究機関を設置し、医学、心理学、社会学など学際的な

専門家で構成する委員会を設け、助言を得ながら睡眠や枕の研究を進めている。 
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６ 資金を調達する 
 
○ 知的財産を活用して事業化を図ろうとする場合、その事業化に必要な資金が不可

欠です。しかし、中小企業をとりまく資金調達環境の悪化に伴い、事業化の際の資

金調達は困難である場合が少なくありません。研究開発に成功しても、事業化に結

びつくことなく知的財産が埋もれてしまうことを、最近では「死の谷（Valley of 
Death ）を越えられない」と表現することもあります。 

○ このようなことから、中小企業においては、知的財産に関連した資金調達手段の

拡充が急務となっています。我が国の資金調達環境がさらに厳しくなり、担保とな

る財産が少なくなる中で、本来価値のある知的財産権を積極的に資金調達手段とし

て活用するニーズが増大しています。 
○知的財産に関連した資金調達の具体例としては、 

①地域中小企業等の特許やブランドを基にした資金調達 
②完成した著作物・コンテンツを基にした資金調達 
③制作途中の著作物・コンテンツを基にした資金調達 
④その他、優れた知的財産をもつ企業や、その企業のプロジェクトによる資金調達 
などが挙げられます。 

○ このほか、将来収益が見込める知的財産権がある場合には、その将来のキャッシ

ュフローを先取りして資金化する、いわゆる「知的財産権の流動化」という方法も

あります。知的財産が将来にわたって創出すると予測される価値を現在化して、そ

れをもって開発と維持に要するコストや次の研究開発活動への投入資金をまかな

おうとするものです。 
○ なお、中小企業が知的財産を活用した事業を実用化しようとする段階で資金調達

するためには、投資家及び金融機関が資金供給できるよう、中小企業の事業実現性

及び収益性等の情報を開示することが求められています。 
 
【研究から市場投入までのプロセスにおける「死の谷」】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：米商務省標準技術院発表資料より作成 
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＜特許を証券化し、資金調達を実施した事例＞ 

 

 Ｓ社は、1980 年代創業のベンチャー企業である。現在、デジタル顕微鏡、高画

素マイクロスコープなどをはじめとして、医療用スコープ、内視鏡スコープ、瞳孔計

などの医療分野、美容カウンセリングスコープ、モイスチャーチェッカー、皮膚温度

計などの美容分野、理科学顕微鏡カメラ、理科学実験用マイクロスコープなどの教育

分野など多面的に事業展開している。 

 2003 年 3 月、Ｓ社の保有する特許が資産流動化法上の特定目的会社を活用した

国内第１号の特許権証券化の対象となった。特許権の証券化は、未利用特許の保有企

業、研究開発型企業、大学ＴＬＯ※等と金融とを結ぶ新たな資金調達手段として期待

されているものである。 

このスキームは、この特許を使用し大手電機メーカーの子会社Ｐ社が商品を開発・

販売するという共同プロジェクトにおいて、Ｓ社が光科学系の保有特許４件を特定目

的会社に譲渡、特定目的会社が、特許権を裏付けに金融機関から資金を調達し、それ

を主にプロジェクト推進の資金に充てるというものである。コンテンツ制作者支援等

を行う J 社がアレンジした。 

Ｐ社が共同プロジェクトを計画していたＳ社の保有する特許を利用するに当たり、

①Ｓ社は保有する特許権を特定目的会社に譲渡することで特許権を流動化・証券化し、

プロジェクトの資金を調達する。②Ｐ社は、特許権の保有者となる特定目的会社から専

用実施権を得る一方で、特定目的会社へ今後数年間に渡りロイヤリティ※を支払う。 

一方で、③投資家からの調達資金は、特定目的会社を通して特許権の買取代金とし

てＳ社へ支払われ、投資家は、今後特定目的会社が受取るロイヤリティや特許権の売

却益で投資へのリターンを受取る。 

 
【上記特許権流動化スキーム概念図】 

 
 
※ＴＬＯ；７ページの脚注を参照 

※ロイヤリティ；12 ページの脚注を参照 
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７ ライセンス供与、権利譲渡で収益を得る 
 
○ 特許など知的財産権を取得して有形の利益を上げるには、知的財産権を自社で実

施するだけでなく、他社に実施権を許諾 (ライセンス※供与) してロイヤリティ※を

得たり、他社へ知的財産権自体の譲渡(権利譲渡)によって対価を得たりする方法も

あります。 
○ 特に、ライセンス供与については、権利活用の手法として、今後拡大が期待でき

るものです。①製品として著しい新規性があるものや、②類似製品の製造や類似方

法の実施を試みようとしても特許権の侵害になることが明白であり、その製品や方

法には他に代替案がないもの、あるいは③ロイヤリティを支払ってでも実施するほ

ど市場的な魅力があるものであれば、ライセンス収入が期待できると考えられま

す。 
○ 大きな価値をもつ特許であれば、特許公報※をみた会社が自発的にライセンス交

渉にきて契約を締結することができます。しかし、このような特許は多くはなく、

ロイヤリティを得るには、相手会社の侵害事実の有無、特許の有効性などを争いな

がら、双方の専門家を交えてライセンス交渉という時間と労力のかかるプロセスが

必要です。また、相手との交渉があることなので、簡単に契約までには至らないこ

とが多いと考えられます。 
○ 従来、ライセンス契約は、そのほとんどが大企業同士のものでしたが、最近では

中小企業が保有する特許について大企業とライセンス契約を締結するようなケー

スも増加してきています。中小企業においても、特許流通アドバイザー※などを活

用し、積極的にライセンス供与の道を探ってみることも必要です。 
 
【ライセンス供与に係る実施権】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
※ライセンス；７ページの脚注を参照 

※ロイヤリティ；12 ページの脚注を参照 

※特許公報；８ページの脚注を参照 

※特許流通アドバイザー；39 ページの脚注を参照 
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契約で定めた範囲内で実施することのできる権

利で、複数の企業等に権利を許諾することができる

ほか、特許権者自らも実施することができます。 
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＜特許契約によって大手企業等への技術導入を進めている事例＞ 
 

1980 年代に設立されたＥ社は、設立当初は主に海外メーカーの工作機械を輸入

販売する業務を行っていたが、その業務の過程で、ユニークな技術である治
じ

具
ぐ

に出会

った。「どこにもないものを作る」ことは言葉で言うほど簡単なことではないが、長

年にわたり技術の向上を 積み重ねてきた町工場だからこそできる「どこにもないも

の」もあるはずという信念のもと、新しい治具の開発に取り組み、同社オリジナルの

技術で特許を取得した。同社の開発した治具は、小型電子部品などで精度の高い寸法

精度を要する加工についての加工時間の短縮、加工精度の向上などの問題点を解決す

るものである。 

 システムは完成し、多くの企業から引き合いがあったものの、Ｅ社は、これをどの

ようにして売り込むかに悩んだ。そこで、東京都の知的所有権センター(現在の知的

財産総合センター城南支援室)に相談を持ちかけた。同センターのサポートもあり、E

社は特許契約（特許に基づいて加工するための通常実施権に関する契約）によって大

手企業等への技術導入を進めていくことにした。当初は、契約締結に苦労したが、E

社の継続的な努力により、現在では、電子部品メーカー、精密部品製造企業をはじめ、

多くの企業が特許契約締結によってＥ社の技術を導入している。 

成約に至った経緯をケース別に分けると、大きく３つのケースがあったという。第

１には、Ｅ社に情報提供を求めてきた企業へ特許流通アドバイザー※が出向き概要を

説明後、工場見学に案内しその後成約したケースである。第２には、アドバイザーが

見出したメーカーを工場見学にご案内、技術説明後に成約に至ったケースである。第

３には、特許流通フェア※へ出展時に精密部品メーカーの目に止まり、そこから交渉

が発展し成約に至ったものである。 
 
図表 特許流通アドバイザー数と成約件数の推移（累計・全国） 

特許庁資料より 
 
※特許流通アドバイザー；39 ページの脚注を参照 

※特許流通フェア；26 ページの脚注を参照 
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８ 侵害を排除する 
 
○ 特許等の知的財産権を取得すると、その権利を侵害するような製造販売等を中止

させる「差止請求権」、侵害によって受けた損害を賠償させる「損害賠償請求権」

などが生じ、侵害する者を排除できることになります。 
○ しかし、中小企業においては、以下の要因によって侵害をなかなか排除できない

実情があります。 
 第一に、中小企業は、取得した知的財産権が侵害されているかどうかの実態を十

分に把握することが困難な場合があります。 
 第二に、他社が特許等の内容と関連の深い製品を取り扱っている場合に、その製

品が知的財産権の侵害になるか否かの判断は、非常に難しい問題となる場合があり

ます。 
 第三に、侵害事実がわかったとしても多大な経費と労力を要する訴訟までの対応

は難しいのです。 
○ 近年、中国をはじめとするアジア諸国を中心に、知的財産権の侵害事例が増加し

ており、潜在的利益の喪失、ブランドイメージの低下等により、我が国企業の活動

に深刻な影響を及ぼしています。 
○ このような中、最近では、知的財産権を活用して積極的に権利侵害を排除しよう

とする動きが中小企業の一部でみられるようになってきました。今後は、中小企業

においても、知的財産権の本質的権利である排他権を積極的に行使して侵害を排除

することが重要となります。 
○ なお、権利侵害を発見した場合には、十分な検討を行い、侵害であるとの確証が

得られると一般的には侵害者に警告をして、和解交渉で解決できるかどうかを探り

ます。交渉が決裂した場合には、訴訟を起こして争うこととなります。 
 
【特許権の侵害があった場合の主な対処方法】 
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＜模倣品を訴訟によって排除した事例＞ 

 

音響・映像機器向け部品メーカーの T 社は、1960 年代に設立以来、テープレコ

ーダーメカニズムなどに関する研究開発を行い、多くの特許を取得し、高度なノウハ

ウを蓄積してきた企業である。 

同社は、テープレコーダー用基幹部品で、かつては 7 割の世界シェアを握ったこ

ともあるが、最近は中国製部品の台頭でシェアが低下していた。T 社は、その原因の

１つとして模倣品を挙げ、テープレコーダー用基幹部品に関する同社の特許を中国メ

ーカーが不正に利用して模倣部品を生産し、大手家電メーカーがそれを認知しながら

製品に搭載して米国で販売していると主張し、大手電機メーカーなどを相手に製品の

販売差止めと損害賠償を求め、米国の州連邦地裁に提訴していた。 

その後、T 社は、同社の技術を不正に模倣した中国製部品を使用しているとして大

手家電メーカーなどを訴えていた裁判に勝訴したことを明らかにした。T 社によれ

ば、同地裁はＴ社の主張を認め、大手家電メーカーに対し損害賠償の支払いなどを命

じた。 

 T 社は現在、特許侵害に厳しい態度で臨み、模倣品が作られにくく、かつ、使われ

にくい環境を作り出している。最近は、新製品で完全なコピーが出回るケースがめっ

きり減ったという。その理由を T 社は、同社が法的措置も辞さずに特許侵害と戦う

会社だと理解されてきたからだと分析している。 

 権利は主張してこそ守られるという事実を、T 社は 15 年以上にわたる模倣品との

戦いで証明してきたと言える。最近では、中国をはじめとするアジア勢の台頭が日本

メーカーの脅威となる中で、特許管理に関しては、T 社のように防衛力を磨く企業が

増えてきているようである。 
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①発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物など、人間の創造的活動により生み出されるもの
②商標、商号など、事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの
③営業秘密など、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報

種別 対象 権利期間

特許権 自然法則を利用した新規かつ高度な発明 出願から２０年

実用新案権 物品の形状・構造・組み合わせに関する考案
出願から６年
（無審査）

意匠権
美観・独自性のある物品の形状・模様・色彩に
関するデザイン

登録から１５年

商標権 商品・サービスに使用するマーク
登録から１０年
（更新可能）

著作権
思想又は感情を創作的に表現したものであり文
芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの（プ
ログラムを含む）

著作者の死亡から
５０年(※）
（創造時に権利化）

産
業
財
産
権

知
的
財
産
権

(※）平成16年1月1日より映画の著作権は70年

３年以内（平成１３年９月３０日以前の出願は７年以内）

１年６か月

知的創造物を公開し、産業・文化の
発展に役立てる代わりに、一定期間
発明者等に、独占する権利を与え、
保護するしくみです。

出願 方式審査 特許査定出願公開 審査請求 実態審査 登録

特許の登録手続き

９　知的財産制度の基礎知識

特許出願されたものは、全てが審査さ
れるわけではなく、出願審査の請求が
あったものだけが審査されます。

発明の内容が公開公報に
よって公開されます。

【外国特許出願】
　日本で特許権を取得しても、効力が国外に及ぶことは
ありません。外国での製品製造や輸出など、必要に応じ
て当該国で特許権を取得する必要があります。

知的財産権の保護強化による産業政
策が、世界的な流れです。
○知的財産関連法の世界的調和
○ＩＴ、バイオテクノロジーなど
　保護対象の拡大
○損害賠償の高額化

　
公
開

　
独
占

バランス
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先行技術調査

　自社の技術と同様の発明が、事前に出願、登録されていないか調査する
こと。権利取得可能性の確認や、出願の可否を検討することができる。
　なお、特許情報は、他社の技術、研究開発の動向を知ることで、重複開
発の回避、技術開発の方向性の設定などにも活用できる。

【特許電子図書館（ＩＰＤＬ）】
　特許庁が保有する特許情報のインターネットによるデータベースと検索
システム

ライセンス

　特許権者等が、他人に特許を使用許諾し、対価として収入（ロイヤリ
ティ）を得ること。
①「専用実施権」ー許諾した範囲では特許権者も特許を実施できなくなる
②「通常実施権」ー許諾した特許を特許権者自らが実施できるほか、他人
　　　　　　　　　に重複して許諾できる

【特許流通アドバイザー】
　全国の知的所有権センターやＴＬＯで特許流通の相談や情報提供を行

う。（東京都は知的財産総合センター各支援室に配置）

ＴＬＯ

　Technology Licensing Organaization（技術移転機関）の略称。 大
学の研究成果を発掘・評価し、特許権化及び企業への技術移転を行う機
関。現在、大学等技術移転促進法によって承認を受けたTLOが３4機関あ
る。

資金調達の
多様化

　知的財産の多面的利用の一環として、知的財産権を担保とした資金調達
や知的財産権の証券化・流動化の仕組みが現在検討されている。

【信託業法の改正】
　現在、信託の対象となる財産は、金銭や有価証券、不動産などに限定さ
れており、信託業を認められているのも事実上、信託銀行に限られる。
　知的財産について信託機能を活用した資金調達を可能とするため、知的
財産権を信託の対象とするほか、信託業務を一般の事業会社に解禁するこ
とが検討されている。

職務発明への
補償

【特許法第35条】

　従業者等による発明のうち、その使用者等の業務範囲に属し、現在又
は過去の職務に属するものを職務発明という。
　特許法では、職務発明を発明者（従業者等）のものとし、企業は通常
実施権のみを有するが、予め契約や就業規則等で「相当の対価」を支払
うことにより企業への譲渡や専用実施権の設定が可能とされている。

【特許法第３５条の改正】
　発明者の権利意識が高まり、企業が定める「相当の対価」が不満とし
て訴訟に発展する例も目立っている。
　一方で、企業側も優秀な技術者の確保や発明へのインセンティブを高
める必要性を認識しているという社会状況を反映して、職務発明規定
（特許法第３５条）の見直しが検討されている。

知的財産　ＫＥＹＷＯＲＤ
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日 付 本部会議・部会 摘 要（会議テーマなど） 

平成 15 年 

4 月 18 日 

第 1回本部会議 ・会議の運営方法 

・東京都知的財産活用戦略策定の進め方 

4 月 25 日 第 1 回部会 ・会議の運営方法 

・第一部戦略「中小企業の指針（案）」 

5 月 1 日 第 2 回部会 ・第一部戦略「中小企業の指針（案）」 

・知的財産活用実態調査の概要（案） 

5 月 13 日 第 2回本部会議 ・東京都知的財産総合センターの利用状況 

・東京都知的財産活用戦略の第一部骨子 

5 月 16 日 第 3 回部会 ・第二部戦略「都の戦略における課題」 

5 月 28 日 第 4 回部会 ・知的財産戦略第二部の構成案 

・「知的財産の創造、保護及び活用に関する推

進計画案（骨子）」（国の知的財産戦略本部）

6月 10 日 第 3回本部会議 ・知的財産戦略第二部の構成案 

7 月 8 日 第 5 回部会 ・中小企業における知的財産活用のための東京

戦略（案） 

7 月 15 日 第 4回本部会議 ・中小企業における知的財産活用のための東京

戦略〔各論骨子〕 

7 月 31 日 第 6 回部会 ・中小企業の知的財産活用のための東京戦略

（草案） 

・「中小企業における知的財産実態調査」一次

集計速報 

・東京都中小企業知的財産シンポジウムの報告

8月 7日 第 5回本部会議 ・中小企業の知的財産活用のための東京戦略

（素案） 

8 月 29 日 第 6回本部会議 ・中小企業の知的財産活用のための東京戦略

決定 

・今後の検討課題 
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東京都知的財産活用本部設置要綱 

 
14 産労商創第 771 号 

                      一部改正 15 産労商創第 266 号 

                           平成１５年７月３日 

（目的） 

第１条 都内中小企業の知的財産の創造、保護及び活用の促進に向けた東京都

（以下「都」という。）の戦略の策定により、競争力ある企業を創出し、東京

の産業を強化することを目的として、東京都知的財産活用本部（以下｢活用本

部｣という。）を設置する。 

 

（所掌事項等） 

第２条 活用本部は、都内中小企業の知的財産に係る次の事項について調査し、

検討し、都の知的財産活用戦略（以下「活用戦略」という。）を策定する。 

 (1) 実態把握に関すること。 

 (2) 基本指針に関すること。 

 (3) 支援施策に関すること。 

 (4) その他産業労働局長が必要と認める事項 

２ 活用本部は、活用戦略の策定に当たっては、東京都産業力強化会議（平成

14 年 9 月 13 日付設置。14 産労産企第 365 号知事決定）及び財団法人東京都

中小企業振興公社に設置する東京都知的財産総合センター等において実施す

る中小企業への支援事業と十分な連携を図るものとする。 

３ 活用本部は、施策の実施状況に鑑みながら、毎年度活用戦略に検討を加え、

必要があると認めるときには、これを変更するものとする。 

４ 活用本部は、所掌事項を遂行するために必要があるときは、都職員及び外

部の有識者等に対し資料の提出、意見の聴取等の協力を求めることができる。 

 

（本部長） 

第３条 活用本部に、東京都知的財産活用本部長（以下｢本部長｣という。）を置

き、産業労働局長をもって充てる。 

２ 本部長は、所掌事項を統括する。 

  

（委員） 

第４条 活用本部は、別表に掲げる職にある者を委員とする。 

２ 本部長は、必要に応じて、前項に規定する者以外の者を臨時に委員に加え

ることができる。 
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（全体会議及び部会） 

第５条 活用本部の全体会議は、本部長が招集する。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、第４条に規定する委員のなかから

指名する者をもって構成する部会を置くことができる。 

３ 部会に部会長を置き、本部長の指名する委員をもって充てる。 

 

（庶務） 

第６条 活用本部に関する庶務は、商工部創業支援課において処理する。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、活用本部の運営に関し必要な事項は、

商工部長が別に定める。 

 

 附 則 

この要綱は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 15 年 6 月 16 日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

活用本部委員 

 

産業労働局長（本部長） 

東京都専門委員 

（産業政策部） 

産業力強化担当部長 

産業政策担当課長 

（商工部） 

  商工部長 

  商工施策担当部長 

  創業支援課長 

  金融課長 

副参事（中小企業振興対策担当） 

  産業技術研究所所長 

（観光部） 

  観光資源開発担当課長 

（財団法人東京都中小企業振興公社） 

  東京都知的財産総合センター所長 

東京都知的財産総合センター次長 
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平 成 １５ 年 度 東 京 都 知 的 財 産 活 用 本 部 委 員 名 簿 

 

  氏    名     役      職     備       考 

 有 手    勉  産業労働局長 本部長 

 田 中  寿 徳  東京都専門委員  部会員 

 尾 崎  英 男  東京都専門委員  部会員 

 志 賀  敏 和  産業力強化担当部長   

 古 原   稔   産業政策担当課長   

 武 市  玲 子  副参事（産業力強化担当）   

 大 原  正 行  商工部長  （平成15年6月15日まで） 

  市 原   博  商工部長  （平成15年6月16日から） 

 泉 本  和 秀  商工施策担当部長  部会員 

 保 坂  政 彦  創業支援課長  部会員（平成15年6月15日まで） 

 前 川  秀 則  創業支援課長  部会員（平成15年6月16日から） 

 櫻 井  和 博  金融課長    

 潮 田   勉  副参事（中小企業振興対策担当）  部会員（平成15年6月15日まで） 

 奥 田  知 子  副参事（中小企業振興対策担当）  部会員（平成15年6月16日から） 

 井 上   滉  産業技術研究所所長   

 酒 井  正 幸  観光資源開発担当課長   

 橋 本  正 敬  東京都知的財産総合センター所長  部会長 

 池 上  晶 子  東京都知的財産総合センター次長  部会員 

 

＊ なお、財務局財産運用部総合調整課、大学管理本部管理部総務課、林業試験場の職員に随時 

 オブザーバーとして参加をいただきました。  

 



 
 

 
平成１5 年９月発行      登録番号（１5）１０８ 

 

中小企業の知的財産活用のための東京戦略 

～ 自社にしかない知的財産で戦う！ ～ 

 

発 行 東京都産業労働局商工部創業支援課 

      東京都新宿区西新宿２－８－１ 

      電話（０３）５３２０－４７４９ 

    E－mail:S0000474@section.metro.tokyo.jp 
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