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⼤切な「知的財産」を失う前に使える「転ばぬ先のつえ」
となりたい。これが「企業⼈」感覚を有する海外知的財産
プロデューサーたちの⼀致した願いです。

企業における豊富な知的財産経験と海外駐在経験を有する知的財産
のスペシャリストです。

様々なビジネス活動で⽣じる知的財産⾯のリスクについてアドバイ
スを⾏います。

海外進出・展開に応じた知的財産の権利化や、取得した権利を利益
に結びつけるための活⽤の⽅法等についてプロデュースします。

知的財産の⾯で無防備に海外進出する場合、単に技術を吸い取ら
れる程度は⽇常茶飯事です。最悪の場合、事業の撤退や多額の賠償
責任を負うなどの事態も想定されます。

海外知的財産プロデューサーは
全国どこへでもお伺いし、

事業に適したアドバイスをいたします。
（秘密厳守／相談無料）



本 社 〒891-0702
鹿児島県南九州市頴娃町牧之内9325番地
TEL：0993-36-1161 FAX：0993-36-2829 

業 務 内 容 松元式茶園管理作業機、松元式さとうきび収穫機等の製造・販売

設 立 年 昭和56年5月

Ｕ Ｒ Ｌ http://matsumotokiko.co.jp/index.html

資 本 金 2,000万円 従 業 員 数 98名

松元機工株式会社

支援を機に技術流出リスクの感度が向上

リスクミニマムの海外展開を目指す

■海外企業との直接取引への対応が急務に

同社の主力商品である動力式茶摘採機とサトウキビ収

穫機については、業界では一定の地位を築き上げてきた

ものの、国内では既に需要が一巡してきたこともあり、

事業環境は厳しくなってきたという。一方、海外では動

力式茶摘採機とサトウキビ収穫機について今後も高い潜

在需要が見込まれるとされていたことから、同社にとっ

て海外事業の拡大が急務であった。

そのような折、中国企業から引き合いがあり、サトウ

キビ収穫機を販売することになった。同社はそれまで製

品は全て国内の商社を介して海外へ販売しており、海外

企業との直接取引の経験は無かった。しかし、今回はそ

の中国企業と直接取引をしなければならなくなり、従来

とは勝手が異なるものであった。実際に取引を始める

■技術流出のリスクを認識

この出会いをきっかけに、海外知的財産プロデュー

サーが後日改めて訪問し、同社への支援が始まった。

取 材 企 業 の 声

代表取締役社長
松元雄二氏

これまで知財に関する取組みは大半を自社内で完結してきたが、海外知的

財産プロデューサーの支援を受けたことで、必ず弁護士など専門家に相談し

ながら進めなければならないということを痛感したし、それに気づけたこと

はよかったと思う。

また、どのように契約していけば良いか分からない状況で、担当のプロ

デューサーから、自身の知見に基づき、さまざまな観点から適切なアドバイ

スをしてもらえたことも非常に有難かった。（同社 松元社長）

1956年に創業した松元機工は、同年に茶を摘み取る機械である「バッテリー式回転刃型茶摘採機」を開発／完成さ

せて以降、乗用型茶摘採機やサトウキビ収穫機、乗用型枝豆収穫機を中心とした各種農業用機械を手掛ける業界のパイ

オニア企業である。このうち、乗用型茶摘採機は40年程前から海外展開しており、エクアドル、パプアニューギニア、

南アフリカなどの世界中の茶産地へ輸出した実績があり、近年は新たに乗用型枝豆収穫機をタイ、中国へ輸出している。
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松元機工の本社社屋

にあたり「契約などをどう進めて行けば良いか、勝手が

分からない状況だった。」と、同社松元社長は当時を振

り返る。

ちょうどその頃、九州経済産業局の主催で開催された

2015年の「海外展開支援施策説明会」に参加した同社

は、その会場で以前から付き合いのあった鹿児島県知財

総合支援窓口の濵石氏に今回の件を相談したところ、事

業PRのためにその説明会に参加していた海外知的財産

プロデューサーを紹介され、名刺交換した。

農耕機械



■チーム一丸での知財支援を推進

海外知的財産プロデューサーの支援もあり、同社は、

中国企業に対するサトウキビ収穫機の輸出を無事終える

ことができた。さらにその後、同社の製品が好評とのこ

とで、中国企業から大量の追加発注が来た。輸出により

この発注に対応するには関税や供給能力等の課題がある

ことなどを考慮し、ライセンス供与や生産委託により現

地で製品を生産する方向でビジネスを進めた方が良いと

いう話に発展していったという。

このように、本案件については、当初の「輸出」から、

現在は「ライセンス供与」や「生産委託」という方向へ

とビジネスのステージが上がってきているが、「ステー

同社のサトウキビ収穫機
「松元式小型ケーンハーベスター」

今後の
事業展開

今回支援した松元機工は、技術レベルが非常に高く、社員も皆高い意識の基、フットワーク良く取り組んでくれた

ため、担当プロデューサーとしても非常に支援のしがいがあり、本事業も必ず成功すると確信している。

同社が高い意識も持って支援に臨んでくれたのは、鹿児島県知財総合支援窓口の濵石氏がしっかりフォローをして

くれたことが大きいと感じている。海外知的財産プロデューサーだけでは全国に在る支援企業をきめ細かくフォロー

することは難しく、知財総合支援窓口をはじめとした他機関との連携が重要である。（海外知的財産プロデューサー

久永道夫）

支援を振り返って

まずは現在進行中のサトウキビ収穫機の中国での事業展開を上手く軌道に乗せることが第一

の目標である。プロデューサーのアドバイスを基に、ブランド名保護の観点から既に中国で商

標を出願しているが、今後は現地での特許や他の知財権の取得などについても前向きに検討し

ていきたい。

サトウキビ収穫機については中国以外の国からも引き合いが来ているが、マーケットボ

リュームが大きい中国市場で着実に事業を進め、その成果を踏まえ対応していく考えである。

元々同社は、創業以来特許取得や意匠登録を積極的に

進めてきており、2002年度には「工業所有権制度活用

優良企業」として特許庁長官表彰を受賞するなど、知財

の重要性を強く認識していた企業である。よって、同社

を担当したプロデューサーから最初の面談で「本案件は

技術流出のリスクがある。」とのアドバイスを受けた際、

早急に対策を講じる必要性を感じたという。

当時の同社はまだ中国企業との間で正式な契約を交わ

す前段階であり、担当プロデューサーから、契約に関す

る留意点や、海外取引に精通した弁護士活用の必要性等

のアドバイスを受け、それを基に、同社は弁護士を選定

し、その弁護士を交えて契約書を作成し、最終的には同

社にとって望ましい内容で契約を締結できたという。

ジが上がるにつれて技術流出のリスクも増大する。」と

担当プロデューサーは語る。そのため同社は、 担当プロ

デューサーからライセンス供与や生産委託における技術

流出対策に関するアドバイスを受けた。また、ライセン

ス供与、生産委託においてはブランド管理も重要な事項

のひとつであり、その点についても同社は担当プロ

デューサーからアドバイスを受けている。

今後も、海外知的財産プロデューサーだけでなく、鹿

児島県知財総合支援窓口担当の濵石氏や、弁護士などの

専門家も含めたチーム一丸となって同社の海外展開への

支援は継続していくこととなる。
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海外知的財産プロデューサー



本 社 〒444-8558 
愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1番地
TEL：0564-31-2211 FAX：0564-31-2220 

業 務 内 容 自動車等車両部品、情報環境機器部品、及び治具溶接機の製造販売

設 立 年 昭和20年11月

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.futabasangyo.com/

資 本 金 118億円 従 業 員 数 3,206名

フタバ産業株式会社

機密情報管理の社内ガイドラインを作成し

グローバルな知財戦略展開を目指す

■知財面での課題を認識できておらず

主要顧客である国内の自動車メーカーの海外進出を受

け、平成6年の北米進出以降、積極的に海外展開を進め

てきた同社。ただし、海外進出当初は知財に関する社内

体制は殆ど整備できておらず、知財に関しては商標を維

持する程度の取り組みに終始していたという。

その後、知財に対する社内体制整備の必要性を感じた

同社は、2009年に「知的財産課」と「法務課」を新設

し、以降、知的財産課では主に特許出願に関する業務を

行うようになった。

このように、海外進出を進めるにあたって、知財に関

する体制整備などの取組みを少しずつ進めてきた同社だ

が、実際のところは、自社が知財面でどのような課題を

持っているのかすらよく理解できていないというのが当

時の同社の実態であった。

■まずは国内の知財体制整備に着手

同社が海外知的財産プロデューサーの支援を初めて受

けたのは2014年の11月である。まずは、同社の知的

財産担当部門である「知的財産課」の担当者と、海外知

的財産プロデューサーが面談を行い、同社の知財管理の

状況等について情報共有をした。その際同社は、自社の

知財に関する問題・課題点について担当プロデューサー

から指摘を受け、改善すべき課題が実に多いということ

を認識したという。

その後同社は、担当プロデューサーのアドバイスを基

に、まずは国内での商標関係の整理と問題発掘・解決に

取り組むこととなった。「海外の知財整備に取り組む前

に、まずは基礎となる国内の知財体制の見直しをしてお

いた方が良いと考えたのが背景」と、同社の支援を担当

したプロデューサーは当時を振り返る。

取 材 企 業 の 声

代表取締役 社長
三島康博氏

海外知的財産プロデューサーの支援を受けて、自社内に知財に関する問題が山ほど

あるということに気付かされたのが一番大きかったと思う。そしてこれら知財の問題

解決に取り組んでいくためには、知財担当部門が単独で動いてもなかなか進展しない

ため、他の部門と連携して取り組んでいくことが必要不可欠だということを痛感した。

また、技術や営業に向けて社内講習を実施してもらうという支援を受けたことが、

社内に知財意識を浸透させるうえで有効だった。（知的財産課 棚田氏）

フタバ産業は、「排気系システム」や「ボデー部品」「足回り部品」「内・外装部品」「燃料系部品」など、自動車

の性能を大きく左右する様々な製品を、開発から製造、品質保証まで一貫したものづくりを展開しているグローバルサ

プライヤーである。同社は日本国内およびアジア・北米・欧州に28の連結子会社・関連会社を持ちながら、さらに、

生産の海外シフト・グローバル化を積極的に進めている。
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当社の主力商品の1つである自
動車の排気系システム。
特にマフラーのシェアは国内
トップクラス。

車両部品



■複数部門が協力してガイドラインを作成

担当プロデューサーのアドバイスを受け、同社が商標

の見直しの次に行ったのが、機密情報管理ガイドライン

の作成である。同社では、海外の展示会に出展するなど

して製品や技術を積極的にPRしていたが、このPRを行

う際に、自社の機密情報をどこまで外部に開示していく

のかを明確に決めておらず、「機密情報の流出が懸念さ

れる状態だった（担当プロデューサー談）」という。

よって同社では、“機密情報をどこまで外部に開示する

か“をルール化した機密情報管理ガイドラインについて、

まずは国内バージョンの作成にとりかかった。

なお、機密情報管理ガイドラインの内容は工法や図面

など技術に係る情報が中心であるため、作成に際しては

商品企画や生産技術などの社内関係部門の協力が必要不

可欠であったが、知財担当者がこれら関係部門に機密情

報管理ガイドライン作成への協力を依頼したところ、思

いのほか協力することに前向きな返事が得られたという。

このように関係部門と上手く連携できた背景は、「どの

部門でも情報管理が徹底できていないという問題点には

展示会に出展した際の同社のブース

今後の
事業展開

今回支援したフタバ産業は、知財に対する認識があり、理解力が高い企業だと感じるが、それは担当部門を中心に

知財について良く勉強しており、知財の重要性や位置付けが分かっているからだと思う。

また、知財に対する自社の課題に気付いただけでなく、機密情報管理ガイドラインを作成するというように、取り

組みを具体的な形にできた同社のようなケースは非常に少ないと思う。（海外知的財産プロデューサー 加茂広）

支援を振り返って

国内向けの機密情報管理ガイドラインが完成した後に、合わせてブランド管理規程も策定し

たが、この2つはそれぞれ英語バージョンを作成し、2016年度以降はグローバルに活用して

いく予定である。具体的に、海外の展示会は早速この英語版のガイドラインを活用していきた

いと考えている。同時に、事業戦略に知財戦略が密接に関連し、組み込まれることを目指す活

動を行っていく方針である。

同社では、それまでも特許・商標の取得・維持等の作

業はしていたが、「現在有している権利が有効に働いて

いるのかを検証する必要があり、そのためにはどういう

戦略・方針の基でどのように権利を取っていくかを考え

ることが重要である」との担当プロデューサーのアドバ

イスを基に、事業戦略に合わせた権利取得を進めていく

こととなった。

薄々気づいていたのではないか」と同社の知財担当者は

当時を振り返っており、今回の支援をきっかけに会社全

体が“情報管理の問題解決に取り組んでいこう”という

雰囲気になったという。また、同社が機密情報管理ガイ

ドラインを作成するにあたっては、担当プロデューサー

から面談や電話・メール等でアドバイスを受けただけで

なく、担当プロデューサーに同社内の会議に出席しても

らい、関係者に対して情報管理の重要性について直接説

明してもらうという支援も受けている。

こうして同社では、他部門の協力も得て国内向けの機

密情報管理ガイドラインを完成させたが、機密情報管理

ガイドライン作成後は、社内の他部門から知的財産課に

対し、知財に関する相談が寄せられるようになったとい

う。以前はこのようなことは殆どなかったため、知財に

対する意識が社内に浸透しつつあることがうかがえる。
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海外知的財産プロデューサー



本 社 〒861-2102
熊本県熊本市東区沼山津2丁目1-10
TEL：096-360-8272 FAX：096-360-8273

業 務 内 容 基礎化粧品 【エルソワクリスタルシリーズ】【エルソワプレミアムシリーズ】

設 立 年 昭和62年3月

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.aroze.net/

資 本 金 1,000万円 従 業 員 数 35名

株式会社アローゼ

知財の重要性に“気づいた”だけでなく

実際に自ら“動ける”企業を目指す

■中国での販売展開が停滞

同社の海外事業は、当初は大連の現地代理店と協力し

て、商品販売を行うという計画のもと、2009年頃から

スタートした。

中国で化粧品を販売するにあたっては、現地の輸入許

可ライセンスを取得する必要があり、同社は現地代理店

からの要請に応じて様々な書類を提出し、取得を試みた

が結果に至らなかった。その後、現海外事業部長である

塚田氏が海外事業を引継ぎ、上海の中国法人との契約後、

新商品にて3回目のライセンス取得申請に挑戦していた。

そんな折に同氏は、2014年に熊本で開催された九州

経済産業局主催の「海外展開支援施策説明会」に、海外

ビジネスに関する情報収集のために出席した。同氏はこ

の説明会で、現在同社の支援を担当しているプロデュー

■支援が“気づき”のきっかけに

海外知的財産プロデューサーの支援を受ける以前の同

社は、海外事業部の塚田氏をはじめとして、知財や商標、

特許といった言葉自体は知っていたものの、具体的にそ

れらがどのようなもので、国内外の事業活動において

取 材 企 業 の 声

代表取締役社長
嶋本博規氏

海外輸出における様々な契約内容において、「1枚の重み」、「1文

の重み」、「1つの印鑑の重み」を知ったが、これは、日本国内の取引

でも何ら変わることは無く、こうしたことを慎重に行うことが大事で

あるとあらためて感じた。

また、知財や商標についても一方的に契約書で縛る、権利を守るの

ではなく、将来に渡ってお互いが良い取引を行っていくために必要不

可欠な行為なのだと納得した。（海外事業部 塚田氏）

アローゼは、主に温泉等の温浴施設向けの基礎化粧品を製造・販売しており、現在は主に温浴施設の脱衣場に専用の

トレーを置いて試供品を設置し、お土産売場等で商品を販売するという形態で事業を展開している。

同社の化粧品ブランド「エルソワ(ellesoie)」は、天然由来となるコラーゲン、ヒアルロン酸配合の化粧品を中心に、

「無香料」「無着色」のナチュラルな商品であることをコンセプトとし、幅広い年齢層で利用されている。

6

アローゼの本社社屋

サーの話を聞くことになり、それまで意識していなかっ

た知財に対する取組みの必要性に気付き、海外知的財産

プロデューサーの支援を依頼することを決めた。

一方で、3回目の挑戦で無事ライセンスを取得するこ

とができた同社。中国での販売展開を進めながら、海外

知的財産プロデューサーの支援を受けることになった。

化粧品



■現地企業との契約・商標登録に成功

中国における同社の現地代理店とは、契約事項もそれ

ほど厳密なものではない状態で事業がスタートしていた

が、中国全土に販売を拡大するのを機に、契約内容を見

直すこととなった。塚田氏は「指摘を受けるまで気付か

ない点が数多くあった」としており、担当プロデュー

サーに相談し、たとえば現地の代理店に対して「どこま

での情報を提供すべきか」など的確なアドバイスを受け

たことで無事、十分な内容で契約することができたとい

う。

また、中国における商標登録についても、担当プロ

デューサーにアドバイスをもらいながら進めたが、「商

標はどのように取るか」など的確なアドバイスを受けた

ことで無事商標登録にこぎつけている。このように担当

プロデューサーから随時アドバイスを受けていることに

ついて塚田氏は「知財について困った時に相談できる人

同社の主力商品の1つ
「エルソワ 薬用 クリスタルゲルS」

今後の
事業展開

海外知的財産プロデューサーが支援する企業は、知財と言う言葉は知っていても事業と結びつけて考えている企業

は少ない。これは一般的には当然のことだが、だからこそ改めて一から知ってもらうことで事業戦略に活かすことが

できると考えている。

また、海外知的財産プロデューサーの重要な役割は、プロデューサーが一から十まで手取り足取り教えるのではな

く、「何が事業を行う上で重要なのか」、「何が本当のリスクなのか」に気付いてもらい、自分たちでそれを解決し

てもらうことだと考えているが、今回の同社はその良い事例ではないかと思う。（海外知的財産プロデューサー

茂木裕之）

支援を振り返って

中国における商品販売は、うまく軌道に乗りつつあるが、今後さらなる海外事業の拡大を目

指すために、アセアンを中心とした国との販路拡大を目指している。当然、国によって必要な

書類や独特の対応が必要となってくるはずなので、この辺りは、今後もプロデューサーの支援

を受けていきたいと考えている。

どう使うのか、守るのかといった具体的なことは全く分

からない状況だったという。

そこで同社への支援は、まずは知財に関する基本的な

事項をセミナー形式でプロデューサーにレクチャーして

もらうことから始まった。担当プロデューサーのレク

チャーは事務所の社員全員で聴講したが、「“知らない

こと”がいかに怖いことなのかを全員があらためて認識

することができた」と、塚田氏は当時の状況を振り返る。

がいるのは非常に心強い」と語っている。

ただし、同社はこのように担当プロデューサーに頼り

切っているばかりではない。その一例として、同社はこ

れまで商標登録などは特許事務所にほぼ丸投げの状態で

あり、費用も時間もかかっていたが、今回、プロデュー

サーからのアドバイスを受け、自身で知財データベース

「J-PlatPat」を活用するなどして、一連の商標の調査、

登録作業を自社でこなせるまでになったという。

このように商標調査、登録作業を自社で行うことで

「コストが驚くほど安く、また、とても短時間で済むと

いうことがわかった」と塚田氏が語るとおり、今回の支

援をきっかけに、同社は知財の重要性に気付くことがで

きただけでなく、実際に自ら動いて知財を活用していく

ことを目指していく方針だ。

7

海外知的財産プロデューサー



本 社 〒811-1102
福岡県福岡市早良区東入部5丁目15番7号
TEL：092-872-3301 FAX：092-872-3302

業 務 内 容 コンクリート製品の製造、販売並びに技術サービスの提供

設 立 年 昭和33年2月

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.yamau.co.jp/

資 本 金 8億円 従 業 員 数 230名

株式会社ヤマウ

支援を受けて知財対策の重要性を再認識

今後は知財を武器に海外事業を展開

■現地企業との合弁による海外進出を模索

同社の手掛けるコンクリート製品は、社会のインフラ

に密接に関係しており、人口やインフラの整備状況に応

じた需要があるのが特徴である。そのため、少子高齢化

により新規需要が減少している国内需要に比べ、多くの

人口を抱え、社会インフラ整備に積極的な東南アジアは

今後成長が期待される魅力的な市場であり、実際に同社

でも2010年頃から東南アジアへの事業展開を検討し始

めた。

東南アジアへの事業展開を模索していく中で同社は、

人口や社会インフラ需要等を考慮した結果、インドネシ

アをターゲット国に選定した。また、現地の政府や自治

体とのネットワークが存在しているという点から、

■支援を機に企業に一体感が生まれる

そんな折同社は、2014年に長崎で開催された九州経

済産業局主催の「海外展開支援施策説明会」に参加した

取 材 企 業 の 声

代表取締役社長
中村健一郎氏

日本と海外とでは、ビジネスのやり方やメンタリティも異なり、特に

海外は全て契約条項に基づいて進められるため、ひとつひとつの項目を

慎重に検討することが大事だと分かった。実際に当社が合弁を進めてい

く過程でも、日本のように「あ・うん」の呼吸で進めることは危険で、

相手を良く見ることが大事だと感じた。

そうした意味で、今回の支援は、現状のレベルに合わせ、その時考え

なくてはならないことを的確にアドバイスするという「寄り添い型の支

援」であり、その点を高く評価している。（海外事業部 芳氏）

ヤマウは、1953年の創業以来、半世紀以上に渡り土木建築用コンクリート製品の製造、販売並びに技術サービスを

提供してきた企業である。

同社が製造しているのは、プレキャストと呼ばれる土木関連のコンクリート製品で、道路の側溝をはじめ、規格化さ

れたものから、大型の製品まで幅広く手掛けている。
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ヤマウの本社社屋

ローカル企業との合弁という事業形態を想定していたと

いう。

なお、現地のパートナーとなる企業の選定については

、製造についてある程度の水準を有することがポイント

だと同社では考えており、「当社の高い技術力を使うこ

とで、現地での差別化が図れ、事業がうまくいくはずだ

と割と簡単に考えていたところは否めない」と、同社海

外事業部長の芳氏は当時の状況を振り返る。

土木建材



■“攻めの知財”への転換

同社への次の支援として、それまで同社には海外企業

との合弁という経験がなかったため、具体的にどのよう

に海外企業との合弁を進めて行くか、そこにどう知財を

からめるかについて、手順を追って担当プロデューサー

からアドバイスを受けることになった。

具体的には、「知財に関する情報をすべて棚卸して、

優先順位を付けてもらうようにアドバイスした（担当

同社のコンクリート製品の1つ
「FAボックス」

今後の
事業展開

今回支援したヤマウは、既に知財についてある程度基礎が出来ていたし、担当者の理解が早いこともあって、社内

展開がスムーズに行われたことが良かったと思う。また、当初知財の取り組みについて社内の意識の共有化ができた

こと、法務グループの原氏が専任で知財関連の実務をしっかり統括している点でも支援がしやすかった。

同社のように、知財に関する基本的な知見や推進体制があると知財戦略を事業戦略にうまく落とし込めると思う。

（海外知的財産プロデューサー 加茂広）

支援を振り返って

結局、当初予定していたインドネシアでの現地企業との合弁はうまくまとまらなかったが、

今回支援を受けながら合弁に向けて取り組んだ経験は、現在、JICAのODAによって海外事業

を進めている上で大いに役に立っている。

JICAのODAでは、これから現地に特許を申請することを検討しているが、これまでの経験

を活かして取組んでいく方針である。

際に、海外知的財産プロデューサーの支援を認知するこ

ととなった。同説明会に参加した芳氏は「海外知的財産

プロデューサーは、知財の活用を中心としたアドバイス

を継続的に行ってくれるということで支援を受けること

に決めた」と語る。

なお、それまでの同社では、国内に関しては特許出願

などの知財対策を行っていたものの、海外における知財

の活用やリスク対応ついては経験が無く、事業展開にお

いてどのように知財が関わるかといった所までは検討さ

れていなかったという。このような状況を踏まえ、担当

プロデューサーの支援は、まずは同社の関連部門の担当

者に対して、「事業における知財とは」「知財リスクと

は」といった知財に関する基本的な話をしてもらい、知

財の重要性を理解してもらうことから始まった。

このような担当プロデューサーからの説明は、同社の

役員も参加してセミナー形式で行われ、これをきっかけ

に全社一体となって知財の重要性も念頭に置きながら海

外事業を推進していこうという雰囲気になったという。

プロデューサー）」という。これは、現地企業との合弁

にあたって、「出してはいけない情報」や「武器にでき

る情報」、「ライセンス料を取れる情報」等に分けて、

何を守って、何で攻めるかを改めて確認することが目的

であったためである。この作業を実施したことで、同社

は海外事業戦略をより明確にすることができたという。

なお、支援当初の同社は、知財はとても大事であると

いう認識から、「どう知財を守っていくか」を中心に考

えていた側面があったという。それが、担当プロデュー

サーから「知財は確かに守る必要はあるが、反面、海外

事業を成功させるための“武器”にもなる」とのアドバ

イスを受けたことで、「自分たちの強みである製品、品

質、工法といった技術を、具体的にどのように活かすべ

きかを考えるようになった点が非常に大きい」と、同社

芳氏は今回の支援の成果を語っている。
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海外知的財産プロデューサー



本 社 〒677-0033
兵庫県西脇市鹿野町1352
TEL：0795-23-5510 FAX：0795-23-6357 

業 務 内 容 通信・情報処理・制御・計測・放送・医療等のコンピューターシステムの研究・開発

設 立 年 昭和57年2月

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.bb-brain.co.jp/

資 本 金 5,000万円 従 業 員 数 24名

株式会社ブレイン

支援を機に社内の知財マインドが向上

今後は攻めの知財活用へ

■海外展開に一抹の不安を感じる

同社のベーカリースキャンは、2015年にグッドデザ

イン賞を受賞するなど、発売以来非常に反響が高く、現

在は国内のベーカリーショップへの導入や、その技術に

ついては様々な分野へ応用展開が進んでいる。

そのような折、海外からベーカリースキャンの引き合

いが日に日に増えてきたことを背景に、同社は香港の展

示会に出展し、ベーカリースキャンをPRすることを決

めていたという。

なお、同社は、自社パッケージ製品である「織物デザ

インシステム」をワールドワイドで販売してきた実績を

有しているが、その際「知財に関するトラブルなど数多

くの苦い経験もしてきた。」と同社神戸社長が語るよう

に、海外展開の難しさも良く理解している。

■予定していた展示会出展を中止

まず同社は、海外知的財産プロデューサーと面談の場

を設けたが、その際担当プロデューサーから「予定して

いる香港の展示会出展取り止めを勧める。」とアドバイ

スを受けたという。このようなアドバイスした背景につ

いて、同社を担当した久永プロデューサーは「香港は模

倣品がとても多いため、国内でグッドデザイン賞をとる

ほどの同社のベーカリースキャンを展示会に出展する

取 材 企 業 の 声

代表取締役社長
神戸壽氏

支援を受ける前は、特許出願等の知財対策を後回しにしていたことは

否めない。だが今回支援を受けて、やるべきことはしっかりとやってい

かなければと考えるようになった。

今後は、できる限り特許を出願して権利を取得することはもちろんだ

が、加えて、特許として公開すべきか、ノウハウとして秘匿すべきかを

判断しなければならないと感じている。（同社事業推進部 多鹿氏）

創業以来、システム開発全般を手掛けてきたブレイン。同社の強みは、特に画像識別を中心とした技術を構築してき

たことであり、この技術を応用して製品化された製品が「BakeryScan（ベーカリースキャン）」である。

ベーカリースキャンは、トレイ上のパンをカメラで撮影し、その個数と種類を一括識別する装置であり、画像識別技

術をレジ精算に応用する世界初の製品である。
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創立35年を機に感謝会を開催した同社

このような経験から、同社はベーカリースキャンを海

外で販売していくことに少し不安を覚え、近畿経済産業

局に相談をしたところ、海外知的財産プロデューサーの

紹介を受け、支援を受けることとなった。

情報機器



■セミナー開催で社員の知財意識が向上

同社への次の支援として、担当プロデューサーが講師

を務める知財セミナーが同社内で開催された。このセミ

ナーを受講して「それまでも特許は出していたが、防衛

的な意味合いが強かった。今回のセミナーは、取得した

権利をどう有効に使って行くかを社内で考える良いきっ

かけになったと思う。」と同社事業推進部の多鹿氏が語

る通り、同社が今後「攻めの知財」を展開していく大き

なきっかけになったという。

なお、この知財セミナーには同社の殆どの社員が参加

していたが、セミナーを受講した同社の社員からは

同社の「BakeryScan（ベーカリースキャン）」
国内のベーカリーショップを中心に導入が進んでいる

今後の
事業展開

ベーカリースキャンは、釣銭機との連動が実現したとのことで、今後はPOSとの連動が進んでいくというシナリ

オが想定されるため、今後は機器単体ではなく、そういったビジネスモデル全体として特許を押さえていくことを検

討して欲しい。

また、ベーカリースキャンに限らず、同社は非常に技術力の高さが光る企業である。さらに、神戸社長がロジカル

に物事を考えた上で早い決断ができる人物であるため、支援する側としてもとても安心感があり、支援がしやすかっ

たと感じる。（海外知的財産プロデューサー 久永道夫）

支援を振り返って

ベーカリースキャンは、パン以外のセルフレジ用途（野菜や果物の判別など）、精密装置の

外観検査、病院での薬剤鑑査など、今後は国内でのベーカリーショップ向け以外にも新たな用

途開拓を進めて行きたいと考えている。

また、2016年の10月にはアメリカのパン専門の展示会への出展を決めており、このよう

な機会に海外市場の反応を見極めながら海外展開を模索していきたい。

ことは、模倣等の被害に遭うリスクがあった。」と語っ

ている。

このアドバイスを受けた同社は、展示会出展の1週間

前という直前のタイミングにも関わらず、急きょ出展を

取り止めたという。この当時はベーカリースキャンの知

財対策がまだ不十分だったということもあり、「この時

出展を止めておいて本当に良かったと今でも思う。」と

神戸社長は当時を振り返っている。

また、香港の展示会出展を取り止めるように同社がア

ドバイスを受けた際、機器からソフトウェアを盗まれな

いような対策をする、あるいは特許や商標登録を進める、

といった模倣対策に関するアドバイスも担当プロデュー

サーから受けており、同社はこれらアドバイスをすぐに

実行に移したという。

「海外と日本との知財に対する感覚の差に驚いた。」

「技術情報の流出防止対策の必要性を痛感した。」「知

財は会社の収益を大きく左右するものだと再認識し

た。」といった声が多く聞かれており、同社にとって非

常に有意義なセミナーになったことがうかがえる。

このように、今回のセミナーは同社の知財の底上げを

図る意味でとても重要であったが、反面、「こういった

ことを定期的にやっていかなければ社内の知財に対する

モチベーションが続かない。」と多鹿氏は語っており、

今後は場所を変えて再度セミナーを依頼するなど、同社

はさらに海外知的財産プロデューサーの支援を活用して

いく意向である。
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本 社 〒040-8632
北海道函館市末広町22番1号
TEL：0138-22-7188 FAX：0138-27-6814

業 務 内 容 システムインテグレーション 、ソフトウェア開発、海洋プロジェクト、他

設 立 年 昭和44年10月

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.hotweb.or.jp/sec/index.html

資 本 金 4,000万円 従 業 員 数 5６０名

株式会社エスイーシー

■反響の高さを受けて特許出願を検討

S331が完成する前の2014年10月、同社は海洋の科

学技術に関するコンベンション「テクノオーシャン

2014」に出展し、試作品（当時はまだ透明ではなく黄

色がかったもの）を披露した。ここで、当該試作品は来

場者から非常に高い反響を得たが、同時に「特許はどう

なっているのか」「知財の対策が出来ているのか」とい

う質問を多く受けたという。

また、同展に出展して以降、海外企業から直接引き合

いが来たということもあり、「何らかの知財対策をして

いかなければいけないのではないか（同社小野監査

役）」と感じるようになった。

元々、海洋分野ではそれまでに4件の国内特許出願の

実績があった同社。ただし今回開発したS331に関して

は、同社として全く経験のない化学製品であり、そもそ

■海外展開を見据えたアドバイスを実施

同社を担当したプロデューサーは、本格的な支援をス

タートするにあたり、まずは同社の永井社長に会い「こ

のプロジェクトを何とかものにしてやりたい、会社とし

て全力で取り組んでいく」との意向を確認している。

「経営層の理解が得られているかどうかは知財活動を円

滑に行う上で非常に重要」と担当プロデューサーは語る。

この時点で同社としては、今回初めて手掛ける化学

取 材 企 業 の 声

代表取締役社長
永井英夫氏

今回のS331に関しては、最初は社内でも特許が取得できるものなのか、特許を取

得する意味があるのだろうかといった消極的な雰囲気があった。だが担当プロデュー

サーや北海道経産局特許室からのアドバイスを聞いているうちに、特許取得の必要性

や目的が明確になり「やってみよう」という気持ちになった。今回特許出願に繋げら

れたのは担当プロデューサーや北海道経産局特許室をはじめとした周囲の支援があっ

たからこそだと思う。（同社 小野監査役）

情報サービスを主業とする同社は、2006年に社内に「水産海洋プロジェクト」を立ち上げ、以降水産・海洋産業を

支援するシステムの開発に取り組んできており、同プロジェクトで開発したのが電子回路保護用樹脂「S331」である。

従来、海底資源探査や海洋環境調査では高水圧下で電子機器類を保護するために、筐体全体の大型化・頑強化が必須

だったが、S331はこれを小型化・簡素化できる画期的な素材である。
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も特許の取得による保護のイメージすらできない状況

だったという。

そこで同社は、従来から支援を受けてきた北海道経産

局特許室に相談したことをきっかけに、海外知的財産プ

ロデューサーを紹介され支援を受けることになった。

支援を機に海外ビジネスを見据え特許出願

知財活動の時間軸整理や特許マップの作成

工業材料



■ビジネス展開と知財活動を時間軸で整理

同社は、担当プロデューサーのアドバイスのもと、海

外へのビジネス展開に向けて、知財面を中心に、いつま

でに何をすべきかを時間軸で整理したタイムスケジュー

ルを作成した。このタイムスケジュールを作成したこと

により、海外ビジネスとの関連性を意識しつつ、知財面

での課題や行うべき作業内容、特許取得スケジュール等

同社の電子回路保護用樹脂「S331」
水漏れを防ぐため電子基板そのものを樹脂に詰めている

今後の
事業展開

知財担当がいない中堅・中小企業、ましてや経験の少ない海外ビジネスともなると、どうしても知財対策が後回しに

なってしまう傾向にあるが、今回の支援は海外知財の意識を高めてもらう一つの良いきっかけになれたのではないかと

思う。また、出願あるいは取得した特許も、ビジネスに繋がらなければ意味が無くなってしまう。是非とも今回のビジ

ネスを軌道に乗せ、成功してほしいし、そのために知財が上手く寄与すべくマッチングを図っていって欲しい。（海外

知的財産プロデューサー 川島泰介）

支援を振り返って

先日、S331が新聞記事に掲載された際は、記事を見た顧客から複数問合せが来るなど非常

に反響は高い。現在はサンプル販売という形態で販売展開している状況であるが、今後は特許

出願を積極的にPRしていくことで、さらなるリピートオーダーの獲得や、新規用途開拓に繋

げていきたい。

また、担当プロデューサーのアドバイスのもと、今後は社内に知財担当を設けるなどの体制

整備や、あるいは今回開発した製品のネーミングの検討やその商標登録なども進め、知財活動

の充実を図って行く考えである。（同社 小野監査役、鉄村研究員、毛内研究員）

製品の素材であり、かつ海外も見据えての挑戦というこ

ともあって、特許取得にあたっての課題や、あるいは実

際に行うべき作業が何なのか、何から手を付けて良いの

か全く分からず停滞していたという。

このような状況を踏まえ、同社への支援は描いている

S331のビジネス展開と特許取得の関係についてのアド

バイスから始まった。「海外の知財環境やそこでどの様

なビジネス展開を想定しているかを念頭に置き、どうい

う権利をとっておくべきか、ということを考える必要が

ある」と担当プロデューサーが語る通り、同社はどのよ

うな目的で、どのような内容を、どのような方法で特許

取得を図るべきか、どういう視点で出願国を選定するの

かといった観点で担当プロデューサーからアドバイスを

受けている。

また、代理人弁護士や弁理士など社外も含めた体制作

りが重要である。担当プロデューサーと北海道経産局特

許室によるアドバイスのもと、「自社にとってどのよう

な代理人が必要か」を社内で整理・検討し、化学分野に

強い弁理士を見つけ国際特許出願を目指すこととなった。

が明確になり、同社は「特許取得へのモチベ－ションが

一気に高まった（同社小野監査役）」という。

このタイムスケジュールに基づき、同社はまずは日本

での特許出願の具現化へ向けて動くとともに、北海道経

産局特許室から特許庁の支援メニューの案内を受け、こ

れを利用して先行技術調査にも取り組んだ。

なお、S331に関しては、先ずは国内での知財体制を

整備した上で、海外展開していく予定とのことだが、

S331に関する特許出願の具体的検討にあたっては、担

当プロデューサーによるアドバイスのもと、特許マップ

の作成にも初めてトライした。「今後もこれらタイムス

ケジュールおよび特許マップを活用してもらうとともに

更に充実させ、是非海外ビジネスを成功させて欲しい」

と担当プロデューサーはその思いを語っている。
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■海外知的財産プロデューサーへのご相談
〜海外展開知財⽀援窓⼝〜

知財総合
⽀援窓⼝から

電 話

メールで

Webから

０３-３５８１-１１０１
（内線３８２３）

メールアドレス
PA8200@inpit.jpo.go.jp

ポータルサイトの登録フォームからお申し込みできま
す。知的財産相談・⽀援ポータルサイト
http://faq.inpit.go.jp/gippd/

知財ポータル
http://chizai-portal.jp/index.html

ただし
※契約書の作成、契約交渉への同席等の弁護⼠業務、特許等の出願書類の
作成等の弁理⼠の代理業務は、承っておりません。

※知的財産の調査業務や、弁護⼠・弁理⼠や技術ライセンス先等の紹介は、
承っておりません。
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