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疇 井関農機（株）における知的財産権取得への取組について
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1. はじめに

井関グループは，「農業と農業機械」を経営の基軸とし，

農業機械・農業関連商品等のコア技術の創造活動と，そ

の活動で得られた知的成果である発明や創作等を戦略的

な知的財産活動によって権利化と活用を図り，新たな創

造に繋げる知的財産を重視した事業活動に取組んでいる。

そして，優れた知的財産権を取得するために，次の方

策を推進している。

第 1に，知的財産法務部と各部門が連携して井関グ

ループ全体で発明の創出に取組んでいる。また，井関グ

ループ全体の創造性の活性化と技術総力を発揮するため

に，その根幹である人材育成に注力すると共に，発明報

奨制度を充実し，発明協会の発明表彰などに推薦して多

くの表彰を受賞することにより，研究開発および発明や

創作等のインセンテイプを高めている。

第2に，関連する多数の発明を集約して出願技術内容

を充実させて質の高い特許出願をすると共に，知的財産

法務部員の出願書類作成能力および権利取得能力の向上

を図って，有効特許権の取得を推進している。

第3に，事業活動におけるグローバル展開の本格化に

伴い，各国・地域別の市場動向や知的財産状況の分析精

度を裔めると共に，開発部門，海外担当部門および各国・

地域の特許事務所と緊密に連携して，グローバル知的財

産権の取得を推進している。

以下に，この「発明の創出」，「有効特許権の取得」お

よび「グローバル知的財産権の取得」について具体的に

記載する。

2. 発明の創出

(1) 研究開発および知的財産体制

井関グループは，開発・製造・営業の各部門の総合カ

を発揮して研究開発を推進する体制を構築している。こ

の体制に「先端技術推進会議」を設置し，各部門の連携

強化を図って，作物体系の変化に適応した技術，農業の

ICTやロボット化および施設・植物工場等を含めた先端

技術の開発と蓄積を推進している。

そして，井関グループは，知的財産法務部がグループ

全体の知的財産の管理・指導・教育を行う一元管理体制

をとっている。発明権利の取得・管理企業秘密情報

瀬戸川哲夫
（せとがわ てつお）

1953年4月生

1977年井関農機株式会社入社，特許部

を経て，

現在，知的財産法務部長

等についての取り扱いを就業規則，職務発明取扱規程，

商標取扱規程，井関グループ倫理行動規範，知財業務マ

ニュアル等に定めて，知的財産法務部は，発明の創出～

出願～権利取得～権利維持までこれらの規程・基準等に

より知的財産を厳格に管理し，質の高い知的財産権の取

得と知的財産権の有効活用を図っている（図 1)。

(2) 発明提案システム：知的財産の群管理

知的財産情報による各社の技術動向分析と市場動向分

析から，技術競争力の比較をして当社のコア技術の位置

付けを明確化すると共に，各社の研究開発の方向性を明

らかにする。そして，知的財産法務部・開発部門・営業

部門・商品企画部門を含む全社の総意に基づいて，技術

テーマを設定する。そして，技術テーマを関連部門に提

示し説明会を実施し，技術テーマ毎に発明を漏れなくか

つ効率良く創出する当社独自のパテントアタック等の創

造性手法を用いた発明提案活動を推進し，発明の「量」

の拡大と「質」の向上を図って最適な知的財産群を構

築する。このようにして，知的財産の群管理による発明

提案システムを構築し推進している（図 2)。

更に，知的財産の群管理により，井関グループの保有

する知的財産の価値が最大となるように資産として管

理・運用している。即ち，事業戦略や研究開発戦略を実

現するために知的財産戦略を確立し，事業戦略と研究開

発戦略と知的財産戦略を有機的に結合して推進している

（図 3)。

① 技術動向分析

知的財産情報（日本および外国公報）から各社技術動

向を国・地域別に分析し，各国・地域における技術競争

カの比較をして技術領域の強み・弱みを明確にする。そ

して国・地域別に研究開発の方向性を明らかにして，
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図 1 研究開発および知的財産体制
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図 2 群管理のフロー

研究開発および技術テーマを策定する資源としている

（図 4)。

② 技術テーマの設定

技術動向分析や市場動向分析により，技術競争力の比

較をして当社のコア技術の位置付けを明確にすると共

に，各社の研究開発の方向性を明らかにして，開発部門・

営業部門・企画部門を含む全社の総意に基づいて技術

テーマを設定する。そして，各技術テーマは，各開発商

品および研究技術毎に中テーマに分解し，更に，発明が

創出できるレベルの詳細テーマにまで分解する。そし

て，詳細テーマを関連部門の各技術者に提示し管理して

いる（図 5)。

③ パテントマップ

重要な技術テーマは， 三次元マトリ クスのパテン ト

マップを作成し，知的財産情報から先行技術を調査分析

して，必要かつ最適な発明の創出ポイントを明確にして

発明提案を推進する。そして，三次元マトリクスのパテ

ントマップは逐次更新して発明の創出を繰り返し，発明

の 「量」の拡大と「質」の向上を図っている。

（事業の狙う技術領域を知的財産で評価）

<自社の強み・弱み判断

（事業の優位性確保のために必要な技術テーマを設定 ）

"V' 

三 ⇒（特許閉岱匠権）

"V' 
（ 研究開発の推移・自社技術のポジション明確化 ） 

"V' 

三
図 3 群管理による知的財産戦略の確立と活用

即ち，三次元マトリクスのパテントマップは，例えば，

各軸を構成要素と目的と制御対象とし，マトリクス上に

知的財産情報から調査分析した先行技術をチェックし，

発明のポイントを明確にして発明を創出していく。そし

て発明の創出に応じてパテントマ ップの更新を繰り返

し，漏れなくかつ最適な発明を創出する（図 6)。

④ パテン トア タック

商品企画から販売までの各ステップで，知的財産法務

部・開発部門・ 企画部門等の各ステップに関連する部門

が集まり，知的財産法務部が進行役となって前記技術

テーマおよびパテントマップにより，当社独自のパテン

トアタ ックやプレインス トーミ ング等の創造性手法を用

いて漏れのない発明の創出を図っている（図 7)。

このようにして知的財産法務部と各部門が連携して

発明の創出に井関グループ全体で取組み， 2万件を超え

る発明提案が毎年継続され，先進の技術と質の高い多数



64 (6) 農業食料工学 会誌 第 77巻第 2号 (2015)

《田植機関係》
A社炉` ・ぐレ，..ヽ•· · -~, "・'""' ..•. : • • 料,,,... , が ,.,言""...• ● ..  麟"'』.....鶯• • 疇..●'● .,. ・' .... , 心鼻........................ …•パ・, ,. ·~· 

逍 《コンバイン関係》

図 4 技術動向分析
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の発明が創出されている。

ここで，知的財産（発明 ・意匠）の群管理の効果をま

とめると，当社の知的財産の可視化および他社の知的財

産との比較・分析により ，他社の研究開発戦略・事業戦

略の方向予測および当社・他社の技術競争力の比較をし，

技術テーマを設定し先進の技術と質の高い多数の発明の

創出を行って開発技術の知的財産支援を達成する（図 8)。

(3) インセンテイプ

① 知的財産教育

研究開発を行う技術者にはレベル別に知的財産権•発

明提案制度 ・知的財産情報検索等の知的財産教育を毎年

実施し，製造部門および営業部門には定期的に各部門に

応じた知的財産教育を実施している。また，知的財産法

務部員は，毎月の部内知的財産教育や定期的な社外研修

にて知的財産能力の向上を図ると共に，グローバルな知

的財産能力の修得に研鑽している。

② 表彰制度

発明報奨制度を充実すると共に発明提案の奨励およ

び推進のために，社内発明表彰を定期的に行い，また，

社外発明表彰の受賞を積極的に推進している。

社内発明表彰は，発明提案の量に対する表彰と質に対

する表彰を行っており，技術者の発明意欲を向上させて

発明提案の活性化を図ると共に，発明の質の向上を図っ

ている。

社外発明表彰は，公益社団法人発明協会の全国発明表

彰や地方発明表彰などに推薦して多くの表彰を受賞する

ことにより，研究開発および発明創作のインセンテイプ

を高めている（図 9)。

3. 有効特許権の取得

特許出願に関連する多数の発明を集約し出願技術内容

を充実させて出願の質を嵩めると共に，知的財産法務部

員の出願書類作成能力および権利取得能力の向上を図っ

て，有効特許権の取得を推進している。

(1) 特許出願

前記のように知的財産の群管理により多数の発明提案

を推進し，関連する多数の発明を創出して 1件の特許出
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図 6 パテントマップ（三次元マトリクス）
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図 7 パテントアタック

願に集約して出頗する。それにより，特許出願は，技術

内容が深く優れたものとなり，特許の質が高くなる。

従って，所謂強い特許権を取得することができる。

(2) 権利取得能力の向上

出願書類作成能力および権利取得能力の向上を図るた

めに，部内研修や社外研修を計画的に行っている。

部内研修は，実際に作成した出願書類や手続書類を全

員で検討し，良い点や悪い点を議論して全員が切磋琢磨

する方式を採用している。また，特許庁の拒絶理由通知

書に対する手続書類を作成する場合には，知的財産法務

部員と技術者で権利化検討会を開いて，先行技術や実施

図 8 群管理の効果

技術の解析と出願内容の詳細分析を行い，有効特許を取

得する議論を徹底的に行う。

これにより出願書類作成能力や権利取得能力の向上

が図れると共に，各人の技術知識の向上も図れる。

更に国内外の判例研究を輪番制で行い，知的財産に

関するグローバルな知識・見識を習得している。

社外研修は，外国知的財産関連知識• 国内外の判例・

知的財産関連法務などの修得のために，計画的に行って

おり，知的財産法務部員のグローバルな知的財産能力の
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〇全国発明表彰 18件 0地方発明表彰 186件

k拮IBリ・ ~_II•

図 9 全国発明表彰・地方発明表彰

・出願（手続）書類作成能力の向上
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図 10 権利取得能力の向上

図 11 グローバル知的財産出願・権利化体制
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向上を図っている（図 10)。

4. グローバル知的財産権の取得

海外においては，中国・アセアン等のアジア諸国米

国欧州等をターゲットとした事業戦略に整合する特許

権・意匠権・商標権等の知的財産権の取得を進めている。

各国・地域の市場動向や外国知財情報検索システムを

活用した技術動向分析から当社技術を評価し，開発部門

および海外担当部門と緊密に連携して，各国・地域毎に

実効性の高い技術を出願し，各国・地域で優れた知的財

産権を取得して製品を知的財産で武装して付加価値を高

めるように有効権利の取得を推進している。

そして，出願の精度および質を向上し，かつ，効率良

く知的財産権を取得するために国又は地域別に，弁護

士を擁し知的財産に関する能力が高く， レスポンスおよ

び精度が優れた特許事務所をハブ事務所に設定し，直接

各国・地域別に出願するグローバル知的財産の出願・権

利化体制を構築している。

また，各ハブ事務所は，毎月，新たな知的財産関連情

報を連絡すると共に定期的に来訪し情報を共有する体

制としている（図 11)。

5. おわりに

以上の方策により，優れた発明を創出し，精度の高い

出願をし，効率良く権利化を行って，質の高いグローバ

ル知的財産権の取得を推進している。

日本企業は今後も一層スピードを増してグローバル化

を進めるものと思うが，当社は，特許庁のグローバル施

策にも対応して，今後一段とスピードを加速して，知的

財産の質権利化の精度および効率を更に高め，今回記

した特許のみならず意匠・商標等も含めて総合的なグ

ローバル知的財産権の取得を推進していく。
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