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はじめに

0.1 総則
知的財産はイノベーションと密接不可分な関係にあり、イノベーション活動に関わる
全ての組織はさまざまな形式の知的財産と関係を持つ。知的財産（IP）は、人間の知恵、
創造力と発明能力から生まれる、ユニークで付加価値のある人類の知的活動の産物であ
る。知的財産は一種の財産であり、知的財産権（IPR）はさまざまな形式の知的財産に発
生する権利である。
知的財産は、新しい知識及び創造的な表現に財産と類似の権利を与えることができる。
例えば、知的財産には、科学技術な製品又は製造工程、ソフトウェア、データ、ノウハウ、
文学・芸術作品、デザイン、マーク及び名称等が含まれる。知的財産はそのタイプによっ
て異なるイノベーションの成果を保護する。
知識経済の時代において、知的財産は世界規模でますます重要になっている。全ての組
織がイノベーションによって恩恵を受けることができるようにするため、知的財産はも
はや大規模な組織にとってのみ重要なのではなく、規模の小さい組織にとっても同じよ
うに重要である。組織がイノベーションの成果を存分に利用できるようにするには、第三
者の知的財産についても考慮しなければならない。つまり、組織間及び組織内の知的財産
マネジメント活動が非常に重要である。例えば、知的財産は、アイデアの共同開発、交換
及び取引を促進することができる。
組織は以下のとおり、知的財産を利用して業務目標を実現し、イノベーションアクショ
ンを実施する等、さまざまな目的を達成することができる。
—
—
—
—
—
—
—
—
—

戦略のポジショニング
イノベーション方法の模索
イノベーションの成果の保護
投資の誘致及び確保
競争力の強化
知的財産及びその権利帰属の明確化
経営上の自由の獲得
イノベーション価値の創出
コラボレーションの促進

知的財産戦略は、組織のより幅広い業務及びイノベーション戦略を構成する一部とな
るべきである。防衛的視点からのみ知的財産を考慮することは、知的財産によって実現で
きるイノベーション及び業務目標の支援という付加的な利益を覆い隠すことになること
を組織は意識すべきである。なぜなら、効果的な知的財産マネジメントによって、組織は
その知的財産の資産を最適化し、より幅広い組織目標を実現できるからである。知的財産
マネジメントによって、イノベーション関連の利益を最大化できるとともに、不確実性を
マネジメントし、関連リスク及びコストを最小化できる。知的財産マネジメントによって、
組織は協力パートナー、コンペティター及びクライアントとの提携を促進し、より多くの
イノベーションの成果を創出することができる。また、知的財産マネジメントによって、
組織は提携の方式（例えば、オープン・イノベーション、共同開発、エコシステム及びネ
ットワーク効果）により集団の価値を創出し、付加的な収入源（例えば、ライセンスによ
って生まれるキャッシュフロー）を創出することができる。
効果的なイノベーションマネジメントには、ビジネス戦略と一致する知的財産戦略の
実施が含まれるべきである。以下に、知的財産戦略と関係する若干の活動（図 1 の外側の
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円）及びこれらの活動を実施した際のプラスの成果（図 1 の内側の円）を示す。
1.知的財産全体分析

責任及び／又は
不確実性の軽減

知的財産戦略

イノベーションの成
果の取得及び保護

価値の実現

競争力の強化

4.知的財産の
商業化

3.知的財産の組
み合わせ

2.知的財産の創出及び
取得

5.知的財産のリスクマ
ネジメント

イノベーショ
ン方法の提供

図 1-イノベーションマネジメントを支援する知的財産マネジメント活動
知的財産戦略は、組織の業務及びイノベーション戦略のニーズに応じてオーダーメイ
ドされるべきであるため、普遍的に適用される知的財産戦略は存在しない。知的財産戦略
は、外部問題と内部問題、組織のイノベーションマネジメントの成熟度等を含む組織の環
境によって異なる。
このため、知的財産戦略には、その時によって適応し、変更できるように、十分な柔軟
性がなければならない。つまり、知的財産戦略の深さと広さは、時間経過によって変化す
る組織の環境に適応しなければならない。
0.2 原則
イノベーションマネジメントシステムに由来する以下の原則が、知的財産マネジメン
トの基盤となる。
a） 価値の実現
知的財産マネジメントによって、全ての関係者に価値を創造しなければならない。
それには、長期的及び短期的価値、顕在的及び潜在的価値、財務的及び非財務的価
値が含まれる。
b） 未来に着眼するリーダー
イノベーション行動の最初に、組織のリーダーは、知的財産の創出、保護及び利用
のために、従業員及びその他関係者のモチベーションを喚起し、組織のために長期
的価値を創出しなければならない。
c） 戦略の方向性
組織は、知的財産マネジメントの全体戦略について、その業務及びイノベーション
戦略と一致するよう確保しなければならない。
d） 文化
組織は、全組織内において、知的財産を創出、保護及び利用し、組織のために長期
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的な価値を創出するという共通の価値観、信念及び行動を育成し、維持しなければ
ならない。
e） 開発の洞察
組織はさまざまな内部及び外部の知的財産知識の出所と接触し、組織の知的財産
の専門知識を系統的に開発し、かつ、そのイノベーション計画及び戦略を系統的に
支持しなければならない。
f） 不確実性のマネジメント
組織は、知的財産の視点からイノベーションの不確実性とリスクをアセスメント
及びマネジメントしなければならない。これには、内部における知的財産マネジメ
ントと外部の知的財産の認知が含まれる。
g） 適応性
組織は、関係する系統化された知的財産マネジメントプロセスを適時に採用して
組織環境の変化に対応し、かつ、期待する目標及びコアコンピタンスとの一致を持
続的に維持するよう確保しなければならない。
h） 系統化された方法
組織は系統化された方法（非特定基盤）に基づいて知的財産をマネジメントし、組
織のリスクを減らし、かつ、組織の価値創出ポテンシャルを強化しなければならな
い。
0.3 規格の枠組み

法律の検討
(4.7)

財務の検討
(4.6)

人的資源
(4.5)

文化
(4.4)

知的財産マネジメ
ントの職責(4.3)

系統化された知的財
産マネジメントの確
立(4.2)

組織環境の理解
(4.1)

知的財産マネジメントは、効果的なイノベーションマネジメントに強く必要とされる。
知的財産マネジメントは、組織がダイナミックなコアコンピタンスを獲得及び維持し、イ
ノベーションの成果を価値のある知的財産資産に転化するために手段を提供する。
組織は、以下の要素について考慮しなければならない。
知的財産マネジメントの枠組み：主旨は、知的財産マネジメント活動の実施にある（第
4 章）
知的財産戦略を組織の業務及びイノベーション戦略を構成する不可欠の一部とする（第
5 章）
イノベーションプロセスのためにオーダーメイドの知的財産マネジメント活動。イノ
ベーションの段階に応じて変化する環境について特に考慮する（第 6 章、ISO 56002:2019
第 8 章と関連）
知的財産マネジメント活動を支持するのに使用される知的財産ツール（付属書 A から
付属書 F）。
参照する規格条項における知的財産マネジメントの構造は、図 2 のとおりである。

知的財産マネジメント
VII
の枠組み

図 2-参照する規格条項における知的財産マネジメントの構造

この規格は、TC279 により策定された IS056000 シリーズ規格に関係する。
a） ISO 56000:2020「イノベーションマネジメントシステム 基本及び用語」：この規
格の理解と実施のために必要となるバックグラウンドを提供。
b） ISO 56002:2019「イノベーションマネジメントシステム—ガイダンス」：イノベー
ションマネジメントシステムの開発、実施及び保護のためにガイダンスを提供。シ
ステム内の全ての後続規格は補充とする。
c） ISO 56003:2019「イノベーションマネジメント イノベーション・パートナーシッ
プ ガイダンス」：外部パートナーシップの選択のためのガイダンスとツールを提
供し、イノベーションの成功を強化する。
d） IS0/TR 56004:2019「イノベーションマネジメントアセスメント ガイダンス」：イ
ノベーションマネジメントアセスメントの調整・計画、実施及びフォローアップに
関するガイダンスを提供。
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イノベーションマネジメント

知的財産マネジメント ガイダンス

1.適用範囲
効果的な知的財産マネジメントはイノベーションプロセスを支持する鍵であり、組織
の成長と維持に不可欠な要素であり、その競争力のエンジンでもある。
この規格においては、知的財産がイノベーションマネジメントにおいて果たす役割を
支援することに関するガイダンスを示している。規格の主旨は、戦略と実施の段階で以下
の知的財産マネジメントに関する問題を処理することにある。
— 組織のイノベーションを支持するための知的財産戦略を策定する。
— イノベーションプロセスにおいて、系統化された知的財産マネジメントを確立する。
— 効果的な知的財産マネジメントを支持するためのふさわしい知的財産ツールと方法
を使用する。
この規格は、さまざまなタイプのイノベーション活動及び行動に用いることができる。
2.引用規格
この規格には、引用規格は存在しない。
3.用語及び定義
この規格の目的のために、ISO 56000:2020 に定義されている用語及び定義をこの規格
に適用する。
ISO 及び IEC は、下記の Web サイトで標準化に用いる用語データベースを保守してい
る。
— ISO オンラインブラウジングプラットフォーム：https://www.iso.org/obp/
— IEC 用語辞書：http://www.electropedia.org/
4.知的財産マネジメントの枠組み
4.1 組織及びその環境の理解
組織は、組織の目標及び既定の知的財産戦略目標の実現に影響する能力に関係する外
部問題並びに内部問題、要素について、以下のように特定しなければならない。
a） 外部環境の観察及び分析にあたっては、以下の関連問題について考慮する。a）領
域：例えば市場、文化、技術、法律、管理監督及び政治等の分野。b）地域：世界、
国家又は地域。c）期間：短期、中期又は長期。d）潜在的チャンス及び脅威：例え
ば、協力相手からもたらされるチャンス、又は競争相手からもたらされる脅威等
b） 業務及びイノベーション戦略並びに組織の知的財産資産のタイプからその内部環
境を分析する際は、以下の関連問題について考慮する。a）業務及びイノベーショ
ンのビジョン、戦略的方向性、現行のマネジメントの実務。b）業務とイノベーシ
ョン目標、並びに目標実現の計画。c）組織が保有し、若しくは対外的に許諾し、
又は他社から獲得した既存の知的財産。d）既定の知的財産目標の実現に影響する
プロセス及び資源の強み並びに弱み。e）文化の面。例えば、組織の各レベルにお
ける価値観、道徳信仰、歴史、観察行為、態度及び承諾等
8

c)

イノベーションにおける知的財産マネジメントの関係者（内部及び外部、現在及
び未来）を特定し、その関連ニーズ、期待及び適用要件を確定する

4.2 系統化された知的財産マネジメントの確立
知的財産マネジメントに際しては、必要とされる活動、プロセス及びサポート、それら
の相互作用、並びにこの規格に従っていかに改善し続けるかについて考慮しなければな
らない。
知的財産マネジメントの環境においては、組織はイノベーションの成果を制限なく公
開するか否か、又は保護を行うかどうかを決定しなければならない。イノベーションの保
護を決定した場合には、
さまざまな形式による知的財産の保護（例えば著作権、営業秘密、
商標。付属書 B を参照）を考慮しなければならない。知的財産マネジメントでは、さらに
知的財産権について、権利者に「順方向」の権利（保護を受ける権利を使用する権利）及
び「逆方向」の権利（保護を受ける権利の第三者による使用を排除する権利）を与えられ
ることを考慮しなければならない。これは、関係する知的財産のタイプによって決まる場
合がある。
組織はさらに、知的財産及び知的財産権に潜在する順方向及び逆方向を管理する措置
を提供しなければならない。
4.3 知的財産マネジメントの職責
4.3.1 リーダーとしての役割及びコミットメント
最高管理者は、関係する職務の職責及び権力が組織内で配分され、意思疎通されるよう
確保しなければならない。
最高管理者は、以下の方式により、知的財産マネジメントにおけるそのリーダーとして
の役割及びコミットメントを表明しなければならない。
a） 知的財産方針及び目標の策定を確保する
b） イノベーション戦略と一致（及びイノベーション戦略を支持）する知的財産戦略を
策定し、実施する
c） 策定した知的財産方針及び目標と組織の戦略の方向性が一致し、かつ共に発展す
るよう確保する
d） 知的財産マネジメント活動が組織のイノベーションプロセスに融合するよう確保
する
e） 知的財産マネジメントに必要な資源及び能力を確保する
f） 効果的な知的財産マネジメントの重要性について、組織内で意思疎通をする
g） 知的財産マネジメントにより所期の成果を上げるよう確保する
h） 効果的な知的財産マネジメントに貢献するよう、人員を指導し、サポートする（例
えば、知的財産と関係する継続的研修及び教育）
i） 知的財産マネジメントの持続的改善を推進する
4.3.2 組織の職務と職責
イノベーションと関係する知的財産マネジメントの職責には、次に掲げる内容を含ま
なければならない。
a） 知的財産マネジメントに適した活動及び関連のサポートを構築する
b） どのようなイノベーションの成果が制限なく公開され、又はその他の保護を受け
るべきか、並びにいつ、どのような方式（例えば特許、著作権、意匠、商標又は営
業秘密）で、どこで実行するかを決定する
c）組織の知的財産資産台帳を構築及び維持し、組織業務に必要な場合に内部及び外部
の人員による台帳への制御されたアクセスを確保する
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d）

e）
f）

g）
h）
i）

j）

法律の検討（4.7 を参照）に基づき、本組織と関係する公共分野の知的財産を定
期的にモニタリングしてイノベーション活動及び行動のインプットとし、かつ、潜
在的な権利侵害を回避し、又はイノベーションの参考及び示唆を提供する
法律の検討（4.7 を参照）に基づき、他者による組織の知的財産に対する潜在的
な権利侵害をマネジメントする
法律の検討（4.7 を参照）に基づき、現在及び未来の業務並びに市場と関係する
国の立法並びにその他の国際的に適用される法律及び監督要求の進展及び区別を
定期的にモニタリングする
知的財産のリスク及びチャンスを特定し、かつ、関係者（例えば、董事会、株主、
組織の他の職能部門）に報告する
知的財産を通じ、組織に価値を実現する（財務又は非財務、内部及び外部）。例
えば、信用、財務、提携及び人的資本等
その他の知的財産マネジメント活動を実施する。これには、営業秘密の保持、創
意の管理又はイノベーション協力プロジェクトにおける所有権を含む外部協力者
に関わる知的財産の明確化が含まれる
組織内において意識を醸成し、必要に応じて研修を行う

知的財産マネジメントの職責は明確にされ、文章で記録され、かつ、組織の他の部門、
特に、組織の枠組みにおいて相互関係の存在する他の職能部門と共有されなければなら
ない。
知的財産マネジメント活動の職務及び職責は、以下のように割り当てることができる。
a）特定の職能又は部門と関係する職位等既存職位の一部に。b）一般の知的財産マネジメ
ント又は特定の知的財産マネジメントの行動及び活動に注力する専門の職位に。これら
の職責は、組織内部又は外部の個人若しくは団体が引き受けることもできる。
知的財産マネジメントの職能は、経営陣に対して報告をすることもでき、経営陣の内部
に含めることもでき、又は最高管理者自らが引き受けることもできる。
4.4 文化
組織は、効果的な知的財産マネジメントをサポートする組織文化を推進しなければな
らない。
4.4.1 意識
知的財産マネジメントを効果的に確立し、実施し、維持し、及び持続的に改善するため
に、組織は以下の措置を通じて全組織内で知的財産意識を向上させなければならない。
a） 組織の最高管理者から知的財産戦略マネジメントの方針及びプロセスの監督及び
承認を取得する
b） 組織の知的財産マネジメントの方針及びプロセスの実施を担当する上級経営陣の
メンバーを指定する
c） 知的財産マネジメントの方針及びプロセス、目的並びにその職位の要求と関係す
る特定の期待、並びに日常業務の運営において、いかに知的財産マネジメントの有
効性を促進するかについて、従業員に理解させる
d） 知的財産に特有の業務プロセスと方法を全員が理解し、かつ、組織の知的財産マ
ネジメント要求に適合しない場合に生じる影響と結果について理解するよう確保
する
4.4.2 業務環境
知的財産マネジメントを効果的に確立し、実施し、維持し、及び持続的に改善するため
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に、組織は以下の措置により、有利な業務環境を提供し、維持しなければならない。
a） 各レベルの管理人員が知的財産マネジメントに対するその承諾を促進及び表明し、
かつ、違反による結果を考慮することを奨励する
b） 知的財産マネジメントプロセスに有効な、及び効率的な運営に必要とされるサポ
ートを提供する（インフラ、資源、資産、研修及びツール等を含む）
c） 日常業務において知的財産の適切なマネジメントを確保するための意思決定を行
う権限を従業員に付与する
d） 従業員が知的財産マネジメントのプロセスに適切に関与し、かつ、フィードバッ
クすることを奨励する
e） 個人及び／又は作業チーム並びにチームによる知的財産マネジメント分野におけ
る業績を認めるためのインセンティブの措置及び計画を検討する
f） 新規従業員の就業及び従業員の離職の際の知的財産問題（例えば、営業秘密の保
持及び情報開示等）を解決するための人的資源プロセスを構築する
4.5 人的資源
組織は、知的財産の効果的なマネジメントをサポートするために、適任者を配備するよ
う確保しなければならない。
4.5.1 人員
知的財産マネジメントを効果的に確立し、実施し、維持し、及び持続的に改善するため
に、組織は以下の措置を講じなければならない。
a）

知的財産マネジメントの各活動又は段階に必要とされる人員を特定し、提供し、
確保する
b） 組織内の人員の知識（個人及び集団）、能力及びその限界性を検討する
c） 知的財産戦略の能力及び/又は、外部提供者から獲得できる、若しくは獲得すべき
専門家の意見のほかに、必要とされる専門横断的協力について検討する
d） 最高管理者に対して知的財産マネジメントについて報告する制度を検討する。こ
れには、組織のイノベーションのニーズを満たすための現在の資源の充足度に関
する定期的な報告を含む
4.5.2 知識と能力
知的財産マネジメントを効果的に確立し、実施し、維持し、及び持続的に改善するため
に、組織は以下の措置を講じなければならない。
a） 必要な知識を特定し、知識の保護及び獲得を確保する（例えば、各種組織及び政
府の公布するガイダンスを利用し、知的財産マネジメントの要素を理解する）
b） 従業員の現在の知識及び能力と未来の知的財産戦略のニーズの比較・アセスメン
トにより、変化を続ける知的財産マネジメントのニーズに対応し、かつ、追加的な
知識を獲得し、又は提供するルートを確立する
c） 従業員の日常業務と関係し、必要とされる知的財産マネジメント能力を特定する
4.5.3 教育と研修
知的財産マネジメントを効果的に確立し、実施し、維持し、及び持続的に改善するため
に、組織は以下の措置により、従業員が知的財産マネジメントのプロセスとその期待を理
解するよう確保しなければならない。
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a） 研修計画を策定する。その主旨は、知的財産及び組織の知的財産方針並びにマネ
ジメント活動に対する認知を高め、全従業員に対して推進すること、かつ、従業員
に対する定期的な表明を確保することにある
b） 特定の職位に対する研修を提供し、現在及び予想される未来のニーズを満たすた
めに必要とされる知的財産能力を確保する
c） 現行の知的財産研修の有效性を定期的に測定し、知的財産マネジメントのプロセ
スが組織の各レベルで理解され、遵守されるよう確保する
4.6 財務上の考慮事項
知的財産を効果的なマネジメントするためには、知的財産の組み合わせの開発と保護
に関する各種コスト（例えば、アセスメント、保護、登録、整備及び知的財産の執行に関
係するコスト、並びに従業員、研修等の組織の資源コスト）を意識しなければならない。
知的財産マネジメントは、財務リターンとビジネスチャンスを生むことのできる長期投
資と見なされなければならない。
上述の考慮に基づき、組織はその知的財産マネジメント活動の効果的な実施に必要と
される財務資源を取得しなければならない。具体的には、以下のとおりである。
a） 知的財産マネジメントと関係する財務上のチャンス及び制限を考慮する。これに
は、知的財産の未獲得・マネジメントの財務への影響が含まれる
b） 知的財産マネジメントのために専門の財務資金を配分する。例えば、年間売上高
又は総予算の何パーセントかを知的財産マネジメントのための資金にする、又は
最高管理者が知的財産マネジメント行動のために資金を割り当てる
c） 必要又は有利な状況において、知的財産に財務価値（買い付け、売り出し又は投
資）を付与する。組織はさまざまな見積方法を理解し、知的財産への財務価値の付
与により生じ得るマイナス又はプラスの影響について認識しなければならない
d） さまざまな財務収益の実現及び支持における知的財産の役割について考慮する。
例えば、内部又は外部からの資金調達、並びにイノベーション、商品開発、商業化
及び成長に対する投資等の促進等
e） 投資原則を確立する。例えば、投資による特許の組み合わせの獲得、知的財産に
よりけん引される合併及び買収等
f） 知的財産に関する外部の財務インセンティブ措置及び関連の公共の条件及び／又
は規則（例えば、政府の政策、知的財産に関係する公共部門の取り組み、税収イン
センティブ及び補助金等）を考慮する
4.7 法律上の考慮事項
組織は、知的財産マネジメントに関係する法律事項について全体的に理解しなければ
ならない。例えば、イノベーションの成果に対して法的保護を行う選択肢のひとつは公に
開示することであり、これにより第三者が知的財産の保護を申請できなくすることによ
って、当該第三者のみがイノベーションの成果を商業化することを排除することである。
組織はさらに、第三者による知的財産の権利侵害は、ライセンス、提携又は訴訟等さまざ
まな方法により解決できることを理解すべきである。
これらの考慮に基づき、組織は以下のことを行わなければならない。
a） ソリューションの導入を行うイノベーションプロセスに関係する法的活動に支持
を提供し、必要とされる際に適格及び適任な法的資源の獲得を確保する
b） 法的問題（例えば、作者の身分、発明者の身分、所有権、知的財産の権利侵害及
び契約問題等）を解決する
c） 関係する知的財産及びイノベーションの文字情報の保存及び保護プロセスを構築
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d）

e）

f）

g）

し、以下の分野の処理を行う。知的財産の組み合わせの特許料納付期限を監視かつ
定期的に審査し、保護のタイプ及び範囲が目的と合致し、又はニーズに応じて調整
をするよう確保する
知的財産によるイノベーション保護の利用可能期間が組織の知的財産及びさらに
幅広いイノベーション戦略に与える影響を考慮する。これには、知的財産創出のイ
ノベーションプロセスの最初から知的財産の利用が可能な保護期間満了までの時
期が含まれる。（例えば、特許保護期間はおおむね 20 年。更新後の商標の有効期
間又は適切な保護前提での営業秘密の有効期間を永久的にする可能性等）
さまざまな形式の知的財産には特定の保護要求があることを認識する（例えば、
特許は保護を受けることを期待する各国において申請する必要がある。営業秘密
の保持には合理的な秘密保持措置を講じる必要がある等）。知的財産はそれぞれの
形式によって異なる権利を提供する
組織がリスクに基づいて構築した方法に従って第三者の知的財産（例えば、ライ
センス、第三者の知的財産に対する回避設計、無視の選択等）を処理し、潜在的チ
ャンス、リスク及び講じた行動の結果に対してバランスをとる
異なる法的枠組みの実務、標準を保有する国に関するリスク及びチャンスを理解
する。例えば、異なる司法管轄区においては、第三者の知的財産の監視及び評価に
異なる法的影響が存在する

5 知的財産戦略
組織は、そのイノベーション戦略を構成する重要な一部としての知的財産戦略を策定
しなければならない。さらに、組織の知的財産戦略は、ビジネス戦略と一致を維持し、か
つ、ビジネス戦略を支持しなければならない。組織のビジネス戦略、イノベーション戦略
と知的財産戦略の関係は、図 3 のとおりである。
組織のビジョン／使命

業務プロセス
目的及び目標

イノベーション戦略
イノベーションプ
ロセス

➢特定
➢創造
➢検証
➢開発
➢導入

ビジネス戦略

➢業務モデル
➢市場の状況
➢合併と買収

知的財産戦略

知的財産マネジメント

➢知的財産の研究及び分析
➢知的財産の創出
➢知的財産の取得
➢知的財産の保護
➢知的財産の開発利用
➢知的財産のリスク管理

図 3 組織のビジネス戦略、イノベーション戦略と知的財産戦略の関係
組織は、共通のイノベーション戦略又はさまざまな目標に注力した特定の戦略（例えば、
製品／サービス若しくはさまざまな組織レベル／業務ニーズへの注力、又はオープン・イ
ノベーション若しくはクローズド・イノベーションのような差別化イノベーション戦略
（GB/T XXXXX を参照））を策定することができる。
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5.1 知的財産戦略の目標
共通又は特定のイノベーション戦略の創出のために採用する方法と類似し、組織の知
的財産戦略における差別化は、組織のイノベーション戦略及びビジネス戦略によって決
定づけられ、新製品、サービス、プロセス、モデル、方法等の分野における目標と関係す
る。
知的財産戦略の策定の目的は、知的財産マネジメントを業務及びイノベーション戦略
に融合させることによって、次に掲げることを実現することにある。
— イノベーションプロセス全体において、資源の合理的配置を確保する
— 知的財産戦略の目標及び関係する方針を確立し、組織がその組織の目標及びイノベ
ーションの目標を実現するよう確保する。戦略プロセスにおいては、イノベーションの効
果的なマネジメントを確保し、かつ、イノベーションの成功率、創出及び/又は組織のパ
フォーマンスを高める
— イノベーション活動及び行動と関係する知的財産のリスクを最大限に減らし、組織
がイノベーションの創出及び／又は成果の所有権若しくは取得可能性を維持するよう確
保する
— 知的財産資産を最適化し、イノベーションの効率並びにその創出、及び／又はその
成果を最大限に高める（例えば、貨幣化、商業化、技術譲渡、イノベーションパートナー
シップ、サプライチェーンマネジメント又は知的財産の全容分析による組織のポジショ
ニングの最適化によって実現される）
— 知的財産の利用を通じ、組織の競争力を強化する
5.2 知的財産戦略の策定
知的財産を組織の目標実現を推進するツールにするための知的財産戦略の策定は、非
常に重要である。このため、知的財産戦略は、組織がより幅広いイノベーションとビジネ
ス戦略を実現できるよう支持しなければならない。
知的財産戦略の策定の手順は、図 4 のとおりである。
イノベーション及びビジネス戦略における知
的財産及び知的財産マネジメントの役割を
理解

組織の現在の知的財産のポジショニングを理
解及び記録

イノベーション方針及び戦略と一致する知的
財産目標の確立

知的財産戦略とは

知的財産及び知的財産マ
ネジメントの現状は

知的財産戦略の主な目
標は

知的財産戦略の実施／運営

導入可能な知的
財産モデルは

計画とは（人
員、場所、時
期）

知的財産戦略に関する全ての関係者との意思
疎通

変化を続ける外部環境又は内部の変化に基づき、知的財産戦略を定期的に評価及び審査

図 4 知的財産戦略策定の手順
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知的財産戦略の策定の手順は、以下のとおりである。
a）イノベーション及びビジネス戦略における知的財産及び知的財産マネジメントの役
割を理解する
— 組織の目標並びに目標実現のニーズを検討する
— 組織の知的財産戦略のビジョン／使命と組織の現在及び未来の知的財産の方向性の
一致性を検討する
— 知的財産戦略をいかに組織の業務及びイノベーション戦略において体現させるかを
検討する
— 知的財産をいかに利用して、組織がその業務目標を実現し、及び支援するかを検討す
る
— 組織がその使命を実現するのを阻止することと関係のあるいかなる知的財産につい
て検討する
— いかなる知的財産戦略の策定プロセスにおいて存在する組織の障害について検討す
る
b）組織の現在の知的財産のポジショニングを理解し、かつ、記録する
— 組織の知的財産資産と市場、競争相手及び／又は第三者との関係性を検討する。これ
には、内部の業務及びイノベーション戦略目標への影響並びにその実現を含む
— 第三者の知的財産（例えば、競合情報分析により取得したもの）及び組織自体の知的
財産（例えば、知的財産の監査により取得したもの）に関係するいかなる情報、並び
に組織が知的財産目標の実現のためにそれにアクセスすることができるか否かにつ
いて検討する
— 組織自体の知的財産（知的財産の監査により取得した情報）及び第三者の知的財産
（競合情報に由来する）が組織の知的財産目標の実現にいかに影響するかを検討す
る
— 以下の条件において、組織の知的財産マネジメントの現状を評価する
• a）文化／能力／経験、並びに b）イノベーション実績と比べた場合の知的財産マネ
ジメントの成熟度。
• 競争相手を含む同業者との比較
c）イノベーション方針及び組織路線と一致する知的財産目標を確立する
— 組織の知的財産ニーズ（例えば、知的財産の開発又は購入）を満たすために、知的財
産目標を確立する
— 知的財産をいつ、どのように、どこで開発／利用するかを検討する。これには、第三
者が関連の知的財産分野で取り得る行動、並びにこの潜在的な危険をいかに解決す
るかを含む
— 取得すべき、並びにマネジメントすべき知的財産を特定する。これには、組織のイノ
ベーション及び／又は第三者に由来する知的財産を含む
— さまざまな方式によって関係する知的財産を利用できるか否かを検討する。例えば、
スリム化、対外的なライセンス許諾又は権利の終了による維持コストの節約
d）知的財産戦略の実施／運営
— 組織のイノベーション活動と関係するさまざまなタイプの知的財産及び関連の知的
財産権について検討する。
— いかなる要求される知的財産マネジメントのプロセス、並びにイノベーション活動
及び行動と関係する適切なプロセスについて検討する
— 資源、能力及び期間について検討する
— 可能性のあるいかなる知的財産の商業化（例えば、インキュベーション、ライセンス、
フランチャイズ経営又は権利主張）について検討する
e）知的財産戦略に関する全ての関係者と意思疎通を行う
上記の手順は組織全体若しくは組織内の一部のユニット、又はプロジェクトのランク
別に応用できる。
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5.3 知的財産戦略の実施
組織は、外部環境の変化又は組織戦略の変更による内部の変化に基づき、その知的財産
戦略を定期的に評価及び審査しなければならない。組織は以下の要素を検討することに
より、知的財産戦略を評価しなければならない。
— 組織環境における、組織の知的財産と関連する強み、弱み、チャンス及び脅威につい
て確認する
— 組織の鍵となる知的財産戦略目標を発見し、審査する
— 知的財産戦略がいかに組織の戦略的方向性と関係するかを理解する
— 知的財産戦略の実施時の担当者及びその職責を決定する
— 業務の影響をいかに判断するかを決定する
— 期間を決定する
— 組織の知的財産方針における重要な考慮を理解する
必要に応じ、組織は知的財産戦略を全ての関係者に伝達し、効果的な実施を実現しなけ
ればならない。組織さらに、ツールを開発し、必要な資源を配分することにより、知的財
産戦略及び知的財産マネジメントプロセスが適切に実施されるよう確保しなければなら
ない。
知的財産戦略の実施及び調整に関する詳細な内容については、第 4 章及び第 6 章を参
照。
6 イノベーションプロセスにおける知的財産マネジメント
6.1 総則
イノベーションは非線形で絶えず繰り返されるものであり、イノベーションマネジメ
ントシステムで定義される、相互に影響し合う以下の 5 つのイノベーションプロセスが
含まれる。（8.3 条、 GB/T XXXXX を参照）。（1）機会の特定、（2）コンセプトの創造、
（3）コンセプトの検証、（4）ソリューションの開発、（5）ソリューションの導入（図
2 を参照）。組織は、相応のイノベーションプロセスに対し、知的財産マネジメント活動
を割り当てなければならない。知的財産マネジメントにおいては、イノベーションプロセ
スの全範囲をカバーすることが求められるが、各イノベーションプロセスの具体的な状
況に基づき、オーダーメイドしなければならない。組み込み型の知的財産マネジメント活
動は、以下の面で非常に重要である。（a）イノベーションプロセスの効率の向上、（b）
価値ある無形資産の蓄積又は取得の推進、（c）イノベーターへの明確な指導の提供。
確立した知的財産マネジメント方法との一致を確保するため、知的財産マネジメント
活動においては策定した知的財産戦略を順守し、かつ、知的財産マネジメントのツールと
方法（例えば、知的財産の全容分析又はナビゲーション）を継続して採用しなければなら
ない。組織は内部及び／又は外部の知的財産専門家、開発エンジニア及び製品マネージャ
ー等さまざまな人員の技能を利用し、知的財産マネジメント活動を協調して実施しなけ
ればならない。
知的財産マネジメント活動には、組織内のさまざまな人員（例えば、内部及び／又は外
部の知的財産専門家、開発エンジニア及び製品マネージャー）が担当できる若干の任務が
含まれる。これらの任務は通常、ほとんどの知的財産資産の全ライフサイクルにわたって
一般的に行われる。
知的財産資産のライフサイクルに行われる任務は以下のとおりである。ただし、これら
に限らない。
— 知的財産の創出及び取得
— 創出した知的財産は組織が所有し、又は利用可能であることを確保
— 組織における知的財産の存在の特定及び記録
— 知的財産の分類及び検索
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— 知的財産の業務における開発及び組み込み
— 知的財産と関係する機会の創造、知的財産と関係するリスクの低減
— 知的財産資産のマネジメント（例えば、放棄、ライセンス許諾、売却等）
これらの任務は、5 つのイノベーションプロセス（特定、創造、検証、開発及び導入）
に適用される知的財産マネジメント活動と見なすことができる。しかしながら、活動のシ
ーンと目標は、さまざまなイノベーションプロセスによって違いがあるべきである。
さまざまなイノベーションプロセスにおいて知的財産マネジメントを行う際に、組織
は以下のことを考慮しなければならない。
— イノベーションは通常、保護を受けられるさまざまな知的財産資産を創出する。例え
ば、特許は新製品又は新製造工程の保護に、著作権は文学作品、芸術作品又はソフト
ウェアの保護に、意匠は物品の美学的な面の保護に、商標は製品又はサービスのブラ
ンドの保護に、営業秘密は独自の機密の配合の保護に利用される。
— イノベーション行動に由来するさまざまな形式又はタイプの知的財産は、少なくと
も知的財産及び／又は知的財産権のライフサイクル内において開発利用の機会を創
出する（例えば、更新された商標の存続期間又は適切に保護された企業秘密に起こり
得る永久性）。
— 知的財産の特定、保護及び利用によって、財務、信用、提携及び／又はインターネッ
トによる収益がもたらされる可能性がある。これらの選択を認知できず、かつ、対応
できない場合は、上述の収益の実現が制限される可能性がある。また、組織が自身の
イノベーションによる創出／成果を利用できず、又は増分費用しか処理しない場合
には、組織はリスクに置かれる。さらにいえば、第三者の知的財産を無視すれば、財
務債務の形式のリスク及び／又は組織の存続面における妥協に至るおそれがある。
— プロセスの関係者とのコミュニケーションの維持は必要なことである。イノベーシ
ョンプロセスで創出された知的財産を最もよい形で取得し、利用するために、組織は
一定の方法を採用しなければならない。その目的は、知的財産の特定及び保護に従業
員を関わらせることにある（例えば、適用の際に、適切な文書化、秘密保持及び登録
等の方法を採用する）。組織が適当な措置を講じて関係者に情報を伝達し、関係者が
知的財産を利用できるようにし、かつ、組織の全体的な戦略目標の実現を推進するこ
とも、同様に重要である。
— 「ソリューションの導入」プロセスは、特定の知的財産のライフサイクルを貫きうる
ことを理解する。組織は関連の知的財産を継続的に監視し、全ライフサイクルにおい
て、市場向けに知的財産の保護、商業化及び開発を持続的に最適化し得ることを確保
しなければならない。実務においては、組織には知的財産権のライフサイクルを横断
する、相互に作用する 5 つのプロセスが繰り返すことにより、知的財産の最適化を
確保することが求められる（例えば、付加的な知的財産の創造及び／又は不必要な知
的財産権の放棄若しくは売却により、コストを節約する）。
第 6 章で述べる知的財産マネジメント活動の実施には、知的財産に基づくさまざまな
ツールと方法を使用する必要がある（付属書 B を参照）。多くの組織にとって、これらの
知的財産マネジメント活動と関係するツールと方法は、5 つのイノベーションプロセスの
中の複数の、かつ、一般的に重複するノードにおいて利用可能である。
組織は、付属書 A から付属書 F までに記載の、そのイノベーション活動及び行動に適用
される関連のツールと方法について考慮しなければならない。
6.2「機会の特定」プロセスにおける知的財産マネジメント
6.2.1 原因
従来技術の特定（例えば、従来技術の検索又は知的財産の全容分析）を通じ、潜在的な
イノベーションの機会を定義し、かつ、それについて優先的な配列を行う。
6.2.2 インプット
イノベーションの機会を特定し、及び定義するために、組織は以下のインプットについ
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て考慮しなければならない。
— イノベーション行動
— 技術の動向
— 公開され、アクセス可能な知的財産データベースから取得された従来技術
— 関係する先行の文字情報（例えば、イノベーションの記録）
— 組織及びその他関係者（競争相手を含む）の知的財産
— 組織、競争相手及びその他関係者の技術能力
— 市場分析及びベンチマーキング分析
— 国、地区及び世界での発展
— イノベーション行動が表す機会を取得し、確保するために、知的財産の保護を申請す
るか否かを決定する組織の支援となり得るその他の情報
6.2.3 方法
機会の特定及び定義のプロセスにおいて、組織は以下のことを行わなければならない。
— さまざまな方式により創意を獲得し、かつ、関連データ（例えば、構想した時期、外
部に開示した日時）と共に保存し、その後の異議又は紛争のために証拠を提供する
— 知的財産、研究開発及び市場の関係者の間で良好な意思疎通を構築し、組織の最も価
値ある技術についてコンセンサスを獲得し、かつ、研究開発計画、先行発明及びマー
ケティング方法と一致を維持する
— すでに更新したデータベースの審査及び維持を通じ、内部の知的財産の組み合わせ
の分析を行う。その趣旨は、適切な保護範囲の決定にある
— 従来技術及び／又は知的財産について分析を行う（例えば、知的財産の検索、知的財
産ナビゲーション又は知的財産の全容分析等のツールと方法を通じて）。その趣旨
は、以下の目的の達成にある
1） 他の知的財産権によりカバーされ、又は保護されていないイノベーションの機会
を発見する
2） 潜在的な競争相手及びその活動を特定し、その知的財産ポジショニング及び／又
は方向性に重点的に注目する
3） 潜在的な協力の機会及び提携パートナーを適時に特定する。これには、技術譲渡
の機会及びイノベーションパートナーシップの構築が含まれる（GB/T XXXXX を参照）
4） 技術又は市場の動向を早期に発見する
— 外部の協力、資金又はその他の資金援助と関係する状況については、イノベーション
プロセスにおいて創出された知的財産が、組織にその初期の目的の達成のために利
用されるよう確保する。
6.2.4 アウトプット
上記の活動により、以下のアウトプットが創出され得る。
— イノベーション行動に関係する従来技術及び先行知的財産権に対する理解
— すでに特定され、優先的に配列された潜在的なイノベーションの機会又は分野
— すでに特定された、市場機会の開拓に利用される関係する知的財産又は知的財産と
の隔たり
6.3「コンセプトの創造」プロセスにおける知的財産マネジメント
6.3.1 原因
知的財産の視点から洞察を提供し、1）潜在的コンセプトを構築し、すでに特定された
機会に対応する。2）知的財産の標準に基づいて潜在的コンセプトを選択し、かつ、意思
決定者に伝える。
6.3.2 インプット
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潜在的なイノベーションコンセプトの創造のために、組織は以下のインプットを考慮
しなければならない。
— イノベーション行動に関係する従来技術及び先行知的財産権に対する理解
— すでに特定され、優先的に配列された潜在的なイノベーションの機会又は分野
— すでに特定された、市場機会の開拓に利用される関連の知的財産又は知的財産との
隔たり
— コンセプトが保護されるべきか否か、及びその保護範囲を決定する組織の支援とな
るその他の情報（例えば、ターゲット市場と関係する組織の知的財産方針及び戦略）
6.3.3 方法
組織は、以下のことをしなければならない。
— 内部の知的財産記録／データベースを審査し、コンセプトの創造と関係する先行知
的財産を取得する
— 第三者の知的財産を審査し、関連のリスク及び機会を評価する
— 開発の潜在性を有する創意又は潜在的ソリューションからコンセプトを創造する
— 新たな知的財産の潜在的機会を確認する
— 創造したコンセプトについて調査し、評価する
— 潜在的な協力パートナー又はライセンシーを特定し、関連のリスク及び機会を評価
する
— 文字情報を保存及び維持する（例えば、コンセプトの記録の作成。これには、発明者
の情報及びその発明並びに貢献、発明の最も早い創出日の証明等）
— 前述の手順に基づいて創造されたコンセプトの中から最良のコンセプトを選択する
— 最良のコンセプトの知的財産戦略への支持を確保する
6.3.4 アウトプット
前述の活動により、以下のアウトプットを創出することができ、知的財産の観点を形成
するとともに、関係者に通報することができる。
— イノベーション活動、成果及びデータの更新記録
— 知的財産の視点から考慮した最も実行可能なコンセプト
— 創造したコンセプトと関係する、組織自ら保有する知的財産への理解
— 創造したコンセプトと関係する知的財産リスク及び機会の評価
— 保護されるべき、又は公開されるべき潜在的コンセプトに対する評価
— 知的財産を申請するか否か、並びにどのような形式で申請するかの評価
— 決定され、並びに優先的に考慮される知的財産の創造及び保護範囲
6.4「コンセプトの検証」プロセスにおける知的財産マネジメント
6.4.1 原因
さらに調査及び評価する知的財産リスク及び機会をすでに創造したコンセプトを検証
する基盤として、すでに検証したコンセプトについて適時に知的財産の保護を求める。
6.4.2 インプット
コンセプトの検証を支持するために、組織は以下のインプットについて考慮しなけれ
ばならない。
— 先行イノベーション活動、成果及びデータの記録
— すべての創造したコンセプト
— 創造したコンセプトと関係する、組織が自ら保有する知的財産に対する理解
— 創造したコンセプトと関係する知的財産リスク及び機会に対する評価
— 知的財産を申請するか否か、並びにどのような形式で申請するかの評価
— 決定され、並びに優先的に考慮される知的財産の創造及び保護範囲
6.4.3 方法
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組織は、以下のことをしなければならない。
— 知的財産分析を行い、検証したコンセプトと関係する知的財産リスク及び機会を評
価する
— 知的財産分析を通じ、特定したリスク（例えば、ライセンス許諾、付加的な保護、回
避設計又はプロジェクトの終了）をいかに低減するかを考慮する
— 潜在的協力者及びライセンサーと協議し、知的財産並びにその他のイノベーション
資源及び能力の取得により、検証したコンセプトの不確実性を低減する
— 適切な措置を講じ、知的財産の保護が維持されるよう確保する（例えば、秘密保持合
意及び企業の秘密保持措置。付属書 A を参照）
— 検証したコンセプトの記録を更新する
— 検証したコンセプトと知的財産戦略の一致を確保する
6.4.4 アウトプット
前述の活動により、以下のアウトプットを創出することができる。
— イノベーション活動、成果及びデータの更新記録
— 知的財産の視点から見てリスク水準が許容できる検証されたコンセプト
— 検証したコンセプトと関係する知的財産権の取得の可能性についての理解
— 必要とされる文字情報。これには、知的財産及び知的財産権に関する文書が含まれる
— 特定のリスク／責任の処理を目的とする適切な措置。例えば、意図的（防衛的）な公
開により、他人が関連分野で知的財産の保護を取得するのを阻止する
— 潜在的なライセンス取得及び対外的にライセンスを付与する機会に関する報告
6.5「ソリューションの開発」プロセスにおける知的財産マネジメント
6.5.1 原因
知的財産計画の構築及び実施を通じて、知的財産に関係する機会を最適化し、実行可能
なソリューションにおける知的財産リスクを低減し、知的財産資産を開発し、イノベーシ
ョンを促す。
6.5.2 インプット
コンセプトが実行可能なソリューションに開発されることを支持するために、組織は
以下のインプットについて考慮しなければならない。
— 組織が保有する全ての知的財産資産の台帳
— ターゲット市場における実行可能なソリューションの商業化と関係する法律の枠組
み
— 第三者に由来する実行可能なソリューション
— イノベーション活動、成果及びデータの更新記録
— 検証したコンセプトと関係する知的財産リスク
— 潜在的なライセンス取得及び対外的にライセンス許諾を付与する機会の評価
— 提起するソリューションの知的財産戦略との一致の確保
6.5.3 方法
組織は、以下のことをしなければならない。
— さらなる知的財産分析を行い、実行可能なソリューションと関係する知的財産リス
ク及び機会を評価する
— 実行可能なソリューションによる知的財産分析によって特定されたリスクを低減す
る
— 権利を行使し、かつ、関連契約の義務を履行する
— 知的財産の保護が維持されるよう措置を講じる
— 実行可能なソリューションの更新記録
— 適用される場合には、商標及びその他の関係する知的財産の処理を通じ、ブランド戦
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略を支持する
6.5.4 アウトプット
前述の活動により、以下のアウトプットが創出されなければならない。
— 知的財産の視点から実行可能なソリューション
— 知的財産計画。これには、更新された知的財産の組み合わせ、資源の導入、防衛的公
開、ブランドプロモーション等が含まれる
— 知的財産権処理の創出としての合意。（例えば、サプライヤー、下請業者、協力パー
トナーとの合意）
6.6「ソリューションの導入」プロセスにおける知的財産マネジメント
いくつかの形式又はタイプの知的財産はイノベーション行動に由来し、かつ、少なくと
も知的財産権の継続しているライフサイクル内において商業化の機会を生じ得ることに
組織は注意しなければならない（例えば、特許の保護期間はおおむね 20 年であり、更新
後の商標の有効期間、又は適切に保護前提での営業秘密の有効期間を永久的にする可能
性）。
したがって、本段階は特定の知的財産期間における全ライフサイクルにわたり持続す
る可能性があるため、保護、商業化、開発利用の機会が、そのライフサイクルを通じて市
場に応じて継続的に最適化されるように、継続的に監視する必要がある。
実務においては、組織には知的財産権のライフサイクルにおいて、5 つの相互に作用す
るプロセスが繰り返すことにより、知的財産の最適化を確保することが求められる（例え
ば、付加的な知的財産の創造及び／又は不必要な知的財産権の放棄若しくは売却により、
コストを節約する）。
6.6.1 原因
価値の最大化及びリスクの最小化を重視する知的財産マネジメント活動によって、実
行可能なソリューションの効果的な導入を支持する。
6.6.2 インプット
知的財産を導入するために、組織は以下のインプットについて考慮しなければならな
い。
— 実行可能なソリューション
— 知的財産計画。これには、更新された知的財産の組み合わせ、事務的な調整、防衛的
公開、ブランドプロモーション等が含まれる
— 契約関係のある協力パートナーからのフィードバック
— イノベーションに導入されるビジネス戦略
6.6.3 方法
組織は、以下のことをしなければならない。
— 知的財産リスクを監視及び評価し、イノベーション行動のライフサイクルにおける
リスクを低減する
— 法的紛争が生じた場合には、適当な資源を選択して対応する
— 知的財産の申請、技術イノベーションの方向性、市場の動向、技術規格、競合ソリュ
ーションを審査し、イノベーションの機会を特定する。例えば、知的財産ナビゲーシ
ョン又は知的財産の全容分析等のツールを利用しても良い
— 組織の知的財産資産の効果を理解する。例えば、知的財産権の実施の難易度や、組織
の製品や競争相手の製品との近似度、保護期間、保護範囲及び知的財産権を取得した
国
— 知的財産資産の利用。例えば、ライセンス許諾の取得及び対外的なライセンス交渉を
通じて、知的財産の価値を実現する。権利侵害の行為があった場合には、知的財産権
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を行使する。第三者と提携して知的財産を利用する。財務投資を取得する。業務提携
を促進する。買収合併の機会を模索する
— 組織の知的財産資産又は知的財産の組み合わせの関連情報を更新し、かつ、組み合わ
せを適時に調整する
— 導入した知的財産が知的財産戦略に合致し、かつ、それを支持するよう確保する
6.6.4 アウトプット
前述の活動により、以下のアウトプットが創出され得る。
— 最適化された知的財産資産の台帳
— 導入されたソリューションと関係する最小化されたリスク
— 知的財産により実現される価値。これには、財務及び非財務価値が含まれる
— 未来のイノベーション行動における新たなチャンス
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付属書 A
（参考）
発明の記録と開示のツールと方法
本付属書は、第 6 章「イノベーションプロセスにおける知的財産マネジメント」に関係
する。
本付属書においては、イノベーションプロセスにおいて生まれた創意、コンセプト及び
／又は実行可能なソリューションを記録及び開示するためのツールと方法について詳し
く説明する。
A.1 従業員と関係する知的財産のマネジメント
所有権は、知的財産登録権及び知的財産使用権のようなその他の権利を行使するため
の先決条件であるため、イノベーションの成果の所有権を確保することは非常に重要で
ある。いくつかの状況においては、従業員が雇用の範囲内で発明を創造したとしても、書
面による譲渡合意によって権利が明確的に譲渡されるまでは、これらの知的財産は依然
として発明者の所有に帰す。当初段階においてイノベーションの成果の所有権を明確に
することは非常に重要である。
従業員により生じる知的財産リスクのマネジメントも同様に重要である。例えば、従業
員が以前の雇用主の営業秘密、特許技術又はその他の専有情報を利用した場合には、従業
員は自らの組織に知的財産を侵害するリスクをもたらすおそれがある。また、彼らは在職
期間又は離職後に会社の営業秘密を開示するかもしれない。これらの潜在的な知的財産
リスクは、効果的な知的財産マネジメント活動により回避しなければならない（付属書 E
を参照)。
前述の問題を解決するため、組織はプロセスを構築し、従業員の知的財産意識を高め、
イノベーションの成果の所有権を明確にして記録し、かつ、従業員が秘密保持義務を遵守
するよう確保しなければならない。
表 A.1 は、従業員と関係する知的財産マネジメント活動の実施を指示するために利用
することができる。これらの活動には通常、知的財産及び人的資源の関係者による一定程
度の協力が必要となる。

—

—

—

表 A.1 従業員と関係する知的財産マネジメント活動のガイダンス
新規従業員に対して：
知的財産のバックグラウンド調査を実施する。これには、以下が含まれる。
— 従業員が求職申込書を提出する前の少なくとも 5 年間（又は、職位により要求
されるその他の期間）の全ての実質的な雇用を確認する
— 新規従業員が以前の雇用主と秘密保持、競業避止及び／又は勧誘禁止の合意を
締結しているか否かを理解する
新規従業員に以下の事項を確認するよう要求する
— 在職期間中は、書面による権限授与を受けない限り、以前の雇用主又は第三者
のいかなる営業秘密又はその他の専有情報を使用又は開示しない
— 知的財産権に関係し得るいかなる訴訟についても開示する
— 従業員がいかなる知的財産所有権を所有する場合、彼／彼女は雇用主による使
用かつ支配を許諾し、及び／又は彼／彼女が所有するが雇用主に許諾を付与し
ない全ての知的財産については明記する
— 新規従業員に秘密保持及び知的財産所有権の合意書の締結を求める
競業避止及び／又は勧誘禁止の合意を締結する必要性を評価する
在職中の従業員に対して：
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—
—
—
—
—

従業員に対し、イノベーションプロセスにおいてイノベーション情報及びその
貢献について記録するよう要求する
従業員が組織のプロセスに基づき、イノベーションの成果について内部開示を
行うよう要求する
その作者及び発明者の身分を確認する
イノベーションプロセスに関与した従業員を奨励する（適用する場合）
従業員に秘密保持の重要性及びその秘密保持情報の分野に関係する義務につい
て注意を喚起する

離職する従業員に対して：
— 離職する従業員に対し、在職時に保有又は管理したいかなる秘密保持情報も返
還又は削除するよう要求し、当該従業員が営業秘密を使用又は開示しないこと
を確認する
離職する重要な従業員に対して：
— 離職する従業員が全ての必要な知的財産譲渡合意をすでに締結したことを確認
する
— 離職する従業員の新雇用主の情報を取得する（雇用主の秘密保持情報が乱用さ
れる潜在的リスクの確認に役立つ）
— すでに締結した競業避止及び／又は勧誘禁止の合意に基づき、離職する従業員
に対して適切な措置を講じる必要があるか否かを評価する
— 従業員に対し、秘密保持情報及び知的財産に関係する持続的な義務について注
意を喚起する。必要に応じ、離職する従業員に離職知的財産合意書の締結を要
求する（彼らが雇用を受ける際に同意する義務を確認する）
— 離職する従業員が使用した全ての作業用コンピュータ、ハードディスクドライ
ブ及びリムーバブルメディアについて、これらの記憶媒体がいかなる秘密保持
情報の乱用の証拠として複製及び検査可能となるまで、これらを保存かつ保管
する
— 離職する従業員のいかなる不当行為を特定する。例えば、離職前の数日又は数
ヶ月以内の文書の除去又は削除、文書の転送又はダウンロード等
— 電子メールのバックアップメディア又はサーバから離職する従業員の在職期間
最後の 60 日間から 90 日間の全ての電子メールを複製し、かつ、乱用の証拠に
なり得るものとして保存する

A.2 発明を記録するツール
イノベーション活動の記録を保留すれば、発明者の身分及び所有権を明確にし、組織の
知的資産を確認し、又は第三者の知的財産を侵害する行為に対する抗弁の証据として用
いることができる。
組織は、イノベーション活動の成果を定期的に記録する規則及び慣例を確立しなけれ
ばならない。日誌及び記録は適切に装丁され、かつ、永久に保管され、かつ、秘密を保持
し、将来の使用に備えなければならない。
全ての研究及びプロジェクト業務において、全てのイノベーション活動を記録すべき
である。当該情報の記録は、実験室のメモ、作業日誌において仕上げられ、また、デザイ
ンモデルやスクリプト、又は情報技術開発の電子ファイルにおいて完成させることがで
きる。
表 A.2 に、イノベーション記録の内容の例を示す。

24

基本情報

表 A.2 記録の例
氏名、電話番号、電子メールアドレス、日時、住所、コード番
号

名称

プロジェクト又は実験の名称

説明

目的の説明

規程

遵守すべき手順の概要

観察結果

観察結果及び数値結果の記録

結果／結論

結果に基づく結論

A.3 内部において発明を開示するツール
ある特定の活動又は開発活動が開発又は保護される価値があると認められる場合には、
組織は発明者に対し、内部でその発明又はその他のイノベーションの成果を開示するよ
う要求しなければならない。組織が外部顧問及び特許弁護士を招聘して知的財産問題を
処理する際は、デューデリジェンス期間及び／又は知的財産登録プロセスの一部分にこ
れらの開示情報を使用する。
発明の定期的開示は組織の優先事項でなければならない。発明開示リストは、当該規程
を支持する常用ツールである。表 A.3 は、発明開示リスト作成の例であり、この表は弁理
士が発明の特許取得可能性を評価し、特許出願書類を執筆するのに役立つ。
表 A.3 発明開示の表示例
名称
発明の名称
分野

発明の所属する分野
—

発明者の身分及び所有権

—
—

従来技術

—
—

個人発明者及び／又は創作者のフルネーム、住所及び国
籍
発明者及び／又は創作者の雇用主又は譲受組織の名称
及び住所
発明者及び／又は創作者により署名された発明のオリ
ジナリティ及び作者の身分に関する声明
創作時に発明者がすでに知っていた従来技術の概要
関係する特許、知的財産権又は出願

—
—

発明の目的
発明の詳細な描写。例えば、物理構造、方法、プロセス、
図、成分又は配合
— 発明の操作、機能及び用途
発明の内容
— 発明の代替プラン。例えば、発明と関係するいかなる代
替方法、材料又は設備
— 従来技術及び周知技術と比べた際の発明の強み
— 発明の潜在的実用性及び相関性
イノベーションの潜在的な価値を評価するために、開示情報に価値の相関性に関する
情報を含めることは非常に重要である。例えば、組織活動と関係する、生じ得る発明の出
願、分野、競合環境及び発明に由来し得る潜在的な強み等。
A.4 第三者に対する秘密保持情報の開示
組織は、潜在的受領者により秘密非開示又は秘密保持合意が締結された後に限り、第三
者に秘密保持情報を開示することができる。
以下のリストは、秘密非開示又は秘密保持合意に含めるべき重要条項を作成するガイ
ダンス又はリストとすることができる。
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表 A.4 秘密非開示又は秘密保持合意の締結に関するチェックリスト
主体
任務
チェック

契約当事者

意見

非開示合意は双方のものか、又は一方の
ものか、一方の合意の場合は、どの一方
が開示者なのか
契約当事者は誰か（例えば、その関連機
関を含むか否か）

目的

非開示合意の目的（例えば、一般的な目
的又は特定の項目）
秘密保持情報の範囲及び免責条項
秘密保持情報の形式及び媒体

秘密保持情報

情報が有形の情報又は書面による情報
でない場合は、その秘密保持性を確認す
る方法
秘密保持情報の使用の許可及び制限

秘密保持情報の使用

秘密保持情報へのアクセスを許可する
従業員
その他の義務（もしあれば）。例えば、
保管規格、副本作成の制限等
法律に規定される開示条項

期間

非開示合意の期間
秘密保持期間
非開示合意の終了又は期間満了時の秘
密保持情報の処理

終了後の権利及び義務

存続するいかなるライセンス又は使用
権
開示する情報にいかなる保証が適用さ
れるか否か
契約違反が生じた際に、利用可能な救済
措置

関連規定

その他

法律により開示が求められた際に、遵守
しなければならないプロセス
輸出規制の規定に対応する必要がある
か否か
その他：適用法、紛争の解決、通知、合
意の完全性及び修正、譲渡不能、分離可
能性、抵触する契約がないこと、将来の
いかなる権利を放棄しないこと、権利授
与の署名、副本等
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付属書 B
（参考）
知的財産の創造、取得及び保護のツールと方法
本付属書は、第 6 章「イノベーションプロセスにおける知的財産マネジメント」に関係
する。
本付属書においては、知的財産権の一般的なタイプについて紹介し、組織内部に知的財
産戦略の策定と実施に用いる適切な技能の組み合わせ及び資源があることを確保し、知
的財産出願の戦略を構築し、組織の知的財産資産を評価し、監査するためのツールと方法
について詳しく説明する。
B.1 知的財産権の一般的なタイプ
知的財産の保護にはさまざまな手法が存在し、関係する知的財産権の形式はイノベー
ションの成果によって決まる。表 B.1 のとおりである。

知的財産権のタ
イプ

特許

表 B.1 知的財産権の一般的なタイプ
登録の要
保護テーマ
期間
否

発明

実用新案(一部
国で適用）

発明

商標

商品／サービス
を区別するため
のマーク

意匠

芸術デザイン

著作権

オリジナルの芸
術作品／ソフト
ウェアのソース
コード

営業秘密

価値は、秘密保
持性に依存する
の商業情報／ノ
ウハウ

備考

必要

—
最長 20 年、権利維
—
持のための料金の
支払いが必要

排他権を付与。
権限を取得し／発効
した司法管轄地域で
のみ実施可能。

必要

—
最長 10 年、権利維
—
持のための料金の
支払いが必要

排他権を付与。
登録／権限を取得し
した司法管轄地域で
のみ実施可能。

必要

—
無期限（適切な使 —
用の場合）、更新費
の支払いが必要

排他権を付与。
登録／権限を取得し
した司法管轄地域で
のみ実施可能。

必要

—
最長 25 年、権利維
—
持のための料金の
支払いが必要

排他権を付与。
登録／権限を取得し
した司法管轄地域で
のみ実施可能。

不必要

期限は国により異 —
なる(通常は、最後
の生存する作者の
死後 50／70 年）

創作した日時、作者
の身分及びオリジナ
リティの証明が必
要。

不必要

—
無期限の可能性あ
る（秘密保持性を
—
維持した場合）

営業秘密の証拠及び
期日。
国の法律による保護
を受ける。

B.2 知的財産マネジメント技能の組み合わせ
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効果的な知的財産マネジメントにおいては、組織の技能の適切な組み合わせを採用し
て知的財産の組み合わせを策定し、知的財産戦略を作成し、実施することが要求される。
必要な技能の組み合わせを決定するためには、実施しようとする活動及びその原因を考
慮することが非常に重要である。表 B.2 に目標と活動の概要を示している。これらの目標
と活動によって、組織全体の効果的な知的財産戦略を作成し、実施する際に必要な技能が
定義される。
表 B.2 目標、活動と必要な技能の組み合わせの概要
目標
活動
必要な技能の組み合わせ
—

組織戦略の内包を理解する能
力（例えば、イノベーターの場
合は知的財産保護を追求すべ
きだが、既存市場への進出の場
合はライセンスという選択肢
を検討することができる）

—
組織が将来、どの市場（地理
組織に事業展開の意向
的位置、製品及び／又はサー —
がある市場の定義
ビス）で事業展開するか

組織と関係するさまざまな市
場を理解する。
関係する司法管轄地域におけ
る知的財産の保護と実施に関
する法律の全容を理解する。

—
イノベーション 段階 にお い
て、どの内容は知的財産によ
各イノベーション段階
って保護できるか、並びにど
における潜在的な知的
—
のような形式の知的財産で保
財産の特定
護するのが最も適切かを判断
する（もしあれば）

さまざまな形式の知的財産及
びその関連コスト並びに収益
について理解する。
コスト／収益分析に関与し、ど
のような知的財産保護の形式
を採用すべきかを判断する能
力（もしあれば）。

—

必要に応じ、知的財産権の出願
に関与し、又はこれを監督する
能力（例えば特許、商標、工業
意匠）。
企業秘密による保護が優先方
法と特定された場合は、保護性
措置を実施する能力。

業務特徴の定義

組織が市場イノベーター、ア
ーリーアダプター又はフォロ
ワーズになりたいかどうかを
判断する

承認を経た知的財産保 承認を受けた知的財産保護戦
護方法の実施
略を実施する

—

知的財産台帳を維持し、かつ、
知的財産台帳及び支持 知的財産登録の期限及び更新 —
文書の維持
日をフォローアップする

文書及び組織の技能。

知的財産の移転（従業員の譲
渡を含む）、ライセンス、売 —
知的財産と関係する契
却、買収又は知的財産に影響 —
約上の取り決めの監督
するいかなる取引も記録及び
フォローアップする

文書及び組織の技能。
契約上の取り決めの法律内包
を理解する能力。

—

知的財産の監査

組織の知的財産資産を特定
—

組織のさまざまな部門と連携
して、知的財産によって保護さ
れることができるコンテンツ
又はすでに保護されているコ
ンテンツに関する情報を取得
する能力。
さまざまな形式の知的財産を
特定する能力。
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知的財産の評価

知的財産の資産価値を評価

—

B.4 に記載するプロセスに関
与する能力。

—

さまざまな形式の知的財産の
潜在的価値を理解する能力。

B.3 外部の知的財産専門家を招聘する際の考慮
組織が正確な知的財産専門家を招聘するよう確保することは非常に重要である。以下
に、知的財産専門家の招聘に関する考慮について概説する。
— 組織のニーズ（どのような具体的な知的財産に関するアドバイスが必要か）
— 職業資格、専門知識及び推薦情報に基づき、適切な専門家の候補を特定する
— 参考資料、既存成功事例及び潜在的な利益の相反に関するデューデリジェンスに基
づく（組織に不利な立場にある者を代表するか否かの判断に基づく）
— 初回会議の結論に基づく（慎重に扱うべき詳細については、初回会議で開示すべきで
はない）。例えば、初回会議で検討したコスト、潜在的な相反及び問題解决方法
— デューデリジェンスの結果、初回会議の結論及びバックグラウンド調査に基づき、適
切な知的財産専門家を選択する（コストを知的財産専門家を選択する唯一の要素と
すべきではない）
これらの結果として公平な招聘合意を締結する。この合意では、少なくとも秘密保持性、
業務範囲、業務を実施する知的財産専門家の技能、見積もられるコスト、費用支払の調整
及び潜在的な利益の相反をいかに解決するかについての解決が含まれる。
B.4 知的財産出願戦略
ある知的財産権から利益を得るためには、知的財産の保護を申請することが必要であ
る。世界のさまざまな地域でこれらの権利の保護及び維持を申請するには、組織の投資
（資源、コスト等）が必要であるため、いつ、どこでこれらの保護を求めるべきかを考慮
する必要がある。一般的な 2 つのタイプの知的財産権（特許及び商標）の出願戦略に関す
る考慮は、以下のとおりである。
特許：
a) 事業対象市場を考慮する。短期及び長期目標、組織の競争相手の経営地区並びに商業
及び業界の動向に基づき、特許出願の是非を決定する
b) 授権する特許の権利に求められる戦略及び商業価値を考慮する。例えば、権利に求め
られる保護範囲が小さければ、組織は特許を維持しないこと、又は特許の限定地域に
おけるカバーを考慮することができる
c) 特許の保護を求めるべき地区を考慮する。各地区で獲得可能な営業收入及びライセ
ンス收入（競争相手の経営地により決まる）、開発中の市場の特許制度（テーマの適
格性、特許審査の質、特許実施の緩やかさ及び権利侵害時に講じることのできる救済
措置）に基づく
商標：
特許に比べ、商標の出願及び維持コストは一般的に低いため、商標出願戦略において考
慮する事項にはやや違いがある。商標出願地域の選択と関係する考慮は、以下のとおりで
ある。
a) ビジネス対象市場を考慮する。短期及び長期目標、組織の競争相手の経営地区並びに
商業及び業界の動向に基づき、商標出願の是非を決定する
b) ライセンスの機会又はフランチャイズ経営の機会が存在する地区を考慮する（例え
ば、組織が経営を行う意欲のない地区に当該組織に対するイノベーションのニーズ
がある場合には、組織はその商標のライセンス許諾を第三者に付与し、第三者は組織
のロゴを使用して自らのイノベーションの営業を行うことができる）
c) 積極的な国際商標出願戦略を考慮し、無許可販売、詐称並びに商標又はドメイン名の
抜駆け登録リスクを減らす
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B.5 知的財産の監査
知的財産の監査によって、知的財産の組み合わせの開発及び保護が支持される。知的財
産の監査には、業務が保有し、又は使用する知的財産資産の審査が必要とされる。知的財
産の監査の必要性は高い。
推奨される知的財産の監査手順は、以下のとおりである。
a) 監査計画を作成する。これには、以下を決定することが含まれる。
— 監査目的（例えば、買収合併との関係）
— 監査範囲
— 関係する組織部門
— 監査の実施を担当する従業員
— 監査活動に関するタイムテーブル
— 予算
— 作成される監査報告書の様式
b) 特定の役割及び職責の配分に関する詳細なリストを作成する。
c) 組織の保有する知的財産資産を監査する。これには、以下のものが含まれる。
— 全ての関係する知的財産資産について分類し、記述する
— 知的財産資産の所有権を決定する（例えば、共同所有権又は所有する権利がいずれも
すでに登録され、かつ、組織に譲渡されていることを確認し、所有権のつながりを確
認する）
— 知的財産権が有效か否か、その余剰期間又は失效したいかなる権利について確認す
る
— 適切な措置を講じて資産を保護するか否かを確認する（例えば、十分な予防措置を講
じて営業秘密を保護する）
— 使用する面にいかなる制限又は障害が存在するか否かを確認する
— 知的財産資産の有效性に対するいかなる疑義
— 知的財産資産と業務の関係性
d) 組織の知的財産に影響を与えるおそれのあるいかなる合意（例えば、雇用合意、ライ
センス許諾合意、提携合意、授権合意）について特定し、審査し、かつ記述する
知的財産の監査は、もはや価値のない知的財産資産の特定（それらを放棄し、又は第三
者に譲渡するために）、優先的に取り扱われるべき知的財産資産の特定、及び／又は付加
的な買収が必要か否かの知的財産資産の特定に利用することができる。知的財産戦略と
組織の業務及びイノベーション戦略の一致を維持するために、知的財産の監査は定期的
に実施することができる。
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付属書 C
（参考）
知的財産の検索のツールと方法
本付属書は、第 6 章「イノベーションプロセスにおける知的財産マネジメント」に関係
する。
本付属書においては、知的財産の検索を行う際の関連情報を提供する。知的財産の検索
では、すでに公開されている知的財産のみを検索できる。知的財産の検索を行う際の基本
的な考慮は、以下のとおりである。
— 検索の目的
— 利用可能な検索能力
— 適切な知的財産検索資源の選択
C.1 検索の目的
知的財産データベース、検索エンジン及びすでに公開されている知的財産の検索に用
いるソフトウェアは、知的財産戦略のプランニング及び知的財産マネジメントで重要な
役割を果たしている。これらのツールの力を借りれば、以下のことができる。
— 特定の技術分野の重要な動向を特定し、未来の戦略プランニング及び研究開発の意
思決定に向けた道筋をつける
— ビジネス及びイノベーションの意思決定のために競合情報を得る
— 研究開発業務の重複を回避する
— 既存の知的財産権を評価し、登録可能性を判断する（例えば、特許に関係する既存技
術、抵触する商標又は意匠）
— 組織の発明の特許取得可能性を判断する
— 第三者の知的財産権に対する権利侵害を回避する
— 組織の知的財産の価値を評価する
— 業務上の意思決定を支持する。これには、ライセンス、パートナーシップ関係、買収
合併等に関する意思決定が含まれる
C.2 利用可能な検索能力
検索の目的及び検索結果に生じる潜在的な法的及び財務結果により、どのタイプの検
索を実施し、どの水準の専門家を選択すべきかが決まる。専門的ニーズ、使用可能な時間
及び予算に基づいて、内部又は外部の資源の使用を考慮する。
付属書 B に規定される、適切な知的財産専門家の招聘に関する標準を参考することが
できる。
適切な資源を特定する際に考慮すべき重要な問題は、以下のとおりである。
— 検索結果の重要性（情報提供のみか、又は重大な法的又は財務影響を持つ意思決定の
根拠とするか）。その情報が重要であるほど、最も良質な資源が必要である
— 知的財産専門家の効果的な検索、分析、解釈及び成果の引き渡しの面における経験
C.3 知的財産検索資源
大衆は、若干のデータベース及び検索エンジンを通じて知的財産情報にアクセスでき
る。現時点では、全ての公開情報を完全にカバーできるデータベースは存在しないが、い
くつかのデータベースは他のデータベースに比べて網羅的であるため、特定の状況にお
いては検索の需要を完全に満たす可能性がある。検索結果に対する完全性の要求が高い
重要な検索については、全ての関連情報を発見するために複数のデータベースを検索す
る必要がある。
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無料及び有料の資源により知的財産情報を取得することができる。行政機関が整備す
る資源は、一般的に無料である。以下に例を示す。
— Patentscope-世界知的所有権機関（WIPO，www.wipo.int/patentscope)
— Espacenet-欧州特許庁（EPO，https://worldwide.espacenet.com/)
— eSearch-欧州連合知的財産庁（EUIPO, euipo.europa.eu/eSearch)
— 米国特許商標庁（USPTO, www.uspto.gov)
— 中華人民共和国国家知識産権局（CNIPA, www.cnipa.gov.cn)
— J-PlatPat-日本特許庁（JPO, https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)
組織のニーズにより、あるタイプの検索が効果的なデータベース又は検索エンジンで
も、その他のタイプの検索には適さない可能性がある。正確な知的財産の検索と分析ツー
ルの選択の際には、利用可能なデータソースとターゲットの比較を行うべきである。
考慮しなければならない重要な問題は、以下のとおりである。
— 関心のある知的財産情報は、特定の国若しくは地域のものか、又は世界的なものか
— どのような知的財産文書のタイプを検索する必要があるか
— 関心があるのは技術、法律、それともビジネスに関係する情報か。例えば、既存の知
的財産権の有效性を特定する際は、法的状態のデータベースが最も重要な情報源で
ある。しかし、技術情報、例えば従来技術又は新規性の検索については、書誌情報及
び全文データを含むデータベースが第一選択のツールとなる
— 検索戦略は、理想的な結果の引き渡しのためにどの程度まで複雑でなければならな
いか
— 検索エンジン及びサービスには、適切な検索フィールド及びデータのカバー範囲が
あるか。例えば、検索フィールド（例えば、分類番号、引用、全文及びさまざまな言
語等）と検索機能が多いほど、データから得られる情報は多くなる。
— 検索結果の表示は、組織が必要とする分析のために正確なインプットを提供するの
に適しているか否か
— 資源の状況（例えば、予算、従業員等）
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付属書 D
（参考）
知的財産権アセスメントのツールと方法
本付属書は、第 6 章「イノベーションプロセスにおける知的財産マネジメント」に関係
する。
本付属書においては、知的財産権アセスメントのツールと方法について詳しく説明す
る。
D.1 知的財産権アセスメントに対する理解
知的財産アセスメントにより、組織がその知的財産資産を利用して戦略の強みを実現
することに役立つ定性的及び定量的情報を提供できる(例えば、ライセンス授与の是非、
知的財産権の実施、譲渡又は放棄の是非の決定の際）。
D.2 知的財産権の価値に影響する要素
知的財産アセスメントには、さまざまな形式の知的財産によって組織に創出される現
在ある若しくは未来の、直接の若しくは間接の利益に対する評価が含まれなければなら
ない。法的地位及び市場条件（表 D.1 においてさらに詳細に説明する）は、全ての形式の
知的財産アセスメントに関係する。知的財産価値の評価の具体的な方法は、違う形式の知
的財産に対して特有のものである。
大多数の組織が商標及び特許の評価に注目する。商標の評価は通常、ブランド評価と結
びつける(ISO 10668「ブランド評価 ブランド価値評価の要求事項」に従って実施できる）。
特許評価は通常、法的地位、市場条件及び技術的要素を前提とする。以下のとおりであ
る。
表 D.1 知的財産権の評価要素
— 法的状態
— 有效性
— 登録可能性
— カバーする製品
— 保護範囲及び知的財産権の回避の能力
法的要素
— FTO 調査（行動力）
— 実施可能性
— 処理権、所有権
— 関連規格
— 承認の制限

経済的要素

—
—
—
—

発明の市場潜在力
補完商品の取得可能性
市場の事業モデル
依存関係

技術的要素

—
—
—
—

技術の実行可能性
生産と関係する実行可能性（拡張可能性）
技術のライフサイクル
技術の代替可能性

D.3 知的財産権のアセスメントツール又は方法の選択
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主な知的財産アセスメント方法は 3 種類あるが（下記のとおり）、一部の要素に重複が
あるため、アセスメント実務において考慮しなければならない。アセスメント業務の実施
前に、以下の検討を行うことが非常に重要である。
— 市場。知的財産権又は知的財産権がカバーするイノベーションには市場があるか否
か、その市場の所在地、市場の規模
— 予想されるキャッシュフロー。知的財産権又は知的財産のカバーするイノベーショ
ンからどのような収入が生じるかを予想する。この要素について考慮する際は、知的
財産権の形式及びそれが他の形式の知的財産権と関係するか否かを重点的に考える。
例えば、特許についていえば、標準必須特許又はパテントプール入りしている特許で
あるか否かを考える。又は、異なる形式の知的財産間で関係性が存在するか否かを考
える（例えば、特許ライセンスが商標ライセンスとバインディングされているか否
か）
— コスト。知的財産の形成のためのコスト
— 回避可能なコスト。知的財産の組み合わせの取得により回避可能なコスト
前述の要素に基づいた最も一般的な評価方法は、以下の 3 種類である。
キャッシュフロー法：知的財産権又は知的財産権の組み合わせに基づく未来の收益の
価値。例えば、予想される収入を割り引いて、現在価値を計算することができる。
市場法：市場の状况分析に基づく知的財産の価値。知的財産権の比較可能な市場の存在
が前提となる。
コスト法：知的財産権の取得、訴訟及び維持コストの総和により、知的財産権の価値を
計算する。
上記の 3 種類の評価方法は対比して、又は組み合わせて使用することができる。
知的財産権の組み合わせの価値は通常、組み合わせの中の単体の知的財産権の価値の
和とは異なる。
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付属書 E
（参考）
知的財産のリスクマネジメントのツールと方法
本付属書は、第 6 章「イノベーションプロセスにおける知的財産マネジメント」に関係
する。
本付属書においては、イノベーションと関係する知的財産のリスク及び結果のマネジ
メント並びに FTO 調査を実施する際のツールと方法について詳しく説明する。
E.1 イノベーションにおける知的財産リスクの由来
イノベーションのさまざまな段階には、さまざまな知的財産リスクが含まれる。開始段
階の重点は、リスクを探し出すとともに、リスクに基づき、当該プロジェクトには実施す
る価値があるか否かを評価することである。イノベーションの後期段階の重点は、リスク
の低減及び組織の権利の監視であるかもしれない。
リスクは、内部（組織内部）のものであり、外部のものである可能性もある。リスクは、
故意の脅威であっても良く、意図しないものであっても良い。
— 次に掲げる状況下においては、組織には内部の知的財産リスクが生じるおそれがあ
る。
— 知的財産マネジメント及びリスクアセスメントに対する理解不足
— 安全な共有に関する情報の整備プロセス及びシステムの不足
— 自らの知的財産に対する洞察及び理解の不足
— 従業員の不注意又は非忠誠の防止不能
— 関連能力及び技能の不足
— 知的財産マネジメントに関する適切な資源、技能及び／又は経営陣の関与の不足
— 次に掲げる状況下においては、組織には外部の知的財産リスクが生じるおそれがあ
る。
— FTO 調査の未実施又は他人の知的財産権の軽視
— 知的財産に対する権利侵害若しくは模倣を受けた製品又はサービスの存在
— 現地の法令との相違点の不理解若しくは軽視、並びに潜在的変化への対応不足
— 適格かつ専門技能を備える資源を見つけられないこと
— 知的財産の盗用、サイバー攻撃、知的財産のアサーションエンティティ（例えば、
パテント・トロール）等のリスクの存在
E.2 一般的な知的財産リスクの特定
知的財産は業務にリスクをもたらし、かつ、組織の活動及び收入に影響し得る。
知的財産リスクを評価する際に、組織は以下のことを考慮しなければならない。組織が
さらされる知的財産リスクは何か、リスクはどこから来るか、組織の知的財産を保護する
ために何をする必要があるか、並びに第三者の知的財産に対する権利侵害をいかに回避
すべきか。
知的財産リスクの分析には、主に以下の 3 つの手順が含まれる。
a) 知的財産リスクの特定及び記述に際しては、分析範囲及び関係するイノベーショ
ン段階に注意する必要がある
b) 起こり得る結果を特定し、分析しなければならない
c) 発生する可能性及び潜在的な損害の程度に基づき、リスク評価をしなければなら
ない
図 E.2 に潜在的な知的財産の価値と相応の知的財産リスクの一部のタイプ及び由来を
示す。
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8
人的資源

知的資源

従業員が去った後
に何が発生するか

以下が含まれる。
・技能
・知識
・情報技術
・ノウハウ
・意欲
・動機
・姿勢

構造資源

関係資源

従業員が去った
後に何が残され
るか

外部関係及びネ
ットワーク

以下が含まれる。
・特許

以下が含まれる。
・顧客リスト
・信用
・提携
・のれん
・ネットワーク
・製品説明書
・顧客とサプライ
ヤーの関係

・商標
・意匠
・著作権
・ライセンス
・発明
・データベース
・ソフトウェア
・パンフレット
・企業秘密

非実質的資源

図 E.2 智力資源、可能的知的財産価値和相对应的知的財産リスク
E.3 知的財産リスクの特定の例示方法
パテントクリアランス（FTO）調査は、権利侵害リスクを特定する方法であり、第三者
の権利に対する権利侵害又は第三者による権利侵害が含まれ、組織はこれに基づき、いか
なる関連方式（例えば、製品の商業化、ライセンス）によってイノベーション及び関係す
る知的財産を導入することができる（適用される場合）。
FTO 調査の手順は、以下のとおりである。
a) 開示リストによって、組織内のイノベーションに関する情報を収集する。その他
の要素に加え、技術範囲、イノベーションの本質及び目標並びに具体的な市場を
理解することは非常に重要である。発明の知的財産の所有権の帰属が明確である
よう確保する。なぜなら、隠された所有権は後に所有権紛争を招くおそれがある
ためである。
b) 属地主義の原則に基づき、イノベーションに生じ得る権利侵害に関係するソリュ
ーション又は知的財産権の検索戦略を決定し、関連キーワード及び／又は特許の
タイプを決定することは、その他の関係者が所有する可能性のあるいかなる関連
権利の発見に役立つ。
c) 情報を整理分析し、検討結果を審査し、障害の特定及び将来において問題となり
得るその他の面から情報を評価する。
d) 適切な法律の検討において、FTO 調査と関係する業務リスク及び業務ソリューシ
ョンに基づき、法律面の FTO 調査を行う。知的財産の所有者の概况及び関係する
リスクの水準（例えば、一部の企業は急進的と認識される）、知的財産権の状態、
潜在的な期間満了の及びリスク分析に影響するその他の知的財産権情報につい
て考慮する。
e) 潜在的な知的財産問題及びそのソリューションを取りまとめる。これには、協力
パートナーシップ、失効、ライセンス、回避設計が含まれる。前述の情報に基づ
き、利用可能な資源を組み合わせ、イノベーション及び関係する知的財産に関す
る意思決定（計画の導入、停止、延期又は代替）を行う。
組織が FTO 調査による絶対の保証を得られないものの、リスクの最小化によって組織
の重要な資源を節約できる。
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E.4 知的財産リスクを低減するツールと方法
どの段階においても、組織の時間と資源に限りがあることを考慮するなら、リスクのレ
ベルを特定し、監視し、決定することは戦略策定にとって非常に重要である。
以下の方法により、リスクを低減することができる。
— 知的財産の取得
— 知的財産ライセンス（ライセンスの取得、クロスライセンス等）
— 賠償の取得
— 回避設計
— 知的財産の無効又は抹消
— パテントプール又は防衛特許計画への関与
— 技術又はその他業務方面への外部組織による協力の誘致
— 知的財産保険の取得
知的財産リスクの低減は学際的な業務であり、コンサルタントがイノベーションの本
質及び専門技能と結びつける必要がある。知的財産に関する誤った提案により、最終的に
は機会を失い、又は始動したプロジェクトが責任を負わされるおそれがある。プロジェク
トのニーズとコンサルタントの能力及び経験のマッチングが非常に重要である。
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付属書 F
（参考）
知的財産の開発利用のツールと方法
本付属書は、第 6 章「イノベーションプロセスにおける知的財産マネジメント」に関係
する。
本付属書においては、知的財産の開発利用のツールと方法、特に知的財産ライセンスに
ついて詳しく説明する。
F.1 知的財産の開発利用についての理解
組織がその知的財産を利用して新たな業務機会を創造する典型的な方式は、以下のと
おりである。
直接開発：保護を受ける知的財産の製品及びサービスの販売、実施を通じ、イノベーシ
ョンの成果を直接開発する(例えば、特許技術の製品の販売、作品の出版、ブラ
ンドマーケティング等）。
ライセンス：本来はライセンサー専有の知的財産権に属すべき知的財産に関連する活
動についてライセンス許諾をすること。そのリターンとして、ライセンサーはラ
イセンス料又はその他関係者からの知的財産権の許諾若しくはその他の形式に
よる対価を取得することができる。
提携：さまざまな商業的手配（例えば、供給、代理販売、フランチャイズ経営又は製造
等）によって知的財産の開発利用を行い、共同で利益を実現することを含む。
分社化：知的財産に基づく独立会社を設立する。この種の手配により、組織はその中核
事業が干渉を受け、中断されることを回避することができ、新たな市場への進出
によるリスクから逃れることができる。製品又は技術に関係する知的財産は、特
許、意匠、商標及びノウハウの組み合わせであって良い。
譲渡：売却又は競売等の処理方式により知的財産を譲渡する。一般的に、余分な知的財
産を保有する状況下で発生する。例えば、戦略的重点に基づく事業方向の調整に
より、関連の知的財産による保護が必要でなくなった場合。
投資：知的財産資産をより所に融資を誘い、又は会社の価値を高める。
組織は、知的財産をいかに開発利用し、その戦略及びイノベーション目標を実現するか
を決定しなければならない。
F.2 知的財産ライセンスの検討
ライセンシーは、知的財産の開発利用の前に、先行して戦略的にライセンスを取得する
か否か、又はライセンスを取得して潜在的な権利侵害主張に対応する必要があるか否か
を決定しなければならない。ライセンスにおいては、いかなる形式の知的財産もライセン
スを付与できるが、所有権は移転しない。
表 F.2 に知的財産のライセンス許諾（ライセンスの取得又はライセンスの対外付与）を
考慮する理由を示す。
ライセンシー／ライセンサー：ライセンスとは、一方（ライセンサー）がもう一方（ラ
イセンシー）にその知的財産の使用を許可する契約上の取り決めである。

対外許諾

表 F.2 ライセンス許諾を考慮する理由
— 組織が単独で知的財産権を開発利用できるか否か、組織が相
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(ライセンサー）
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
許諾の取得
(ライセンシー）

—
—
—

応の資源を保有するか否か
当該イノベーションの成果により、独立した製品の基礎を構
成することができるか否か
組織はイノベーションの成果の開発に、その他の知的財産権
（クロスライセンス）を必要とするか否か
第三者が同意を得ずに組織の知的財産権を使用しているか否
か
組織は特許使用証拠（EoU）を有するか否か
組織は知的財産のライセンス許諾を通じて收入を得られるか
否か
ライセンスによって既存事業にマイナスの影響があるか否か
組織がライセンスの対外許諾を行った後も、技術の優位性を
維持できるか否か
組織は必要な知的財産をクロスライセンスできるか否か
組織はイノベーションの成果の開発のために知的財産権を取
得する必要があるか否か
組織が第三者の知的財産権を侵害しているか否か、かつ、イ
ノベーションの成果の開発利用のためのライセンスを取得で
きるか否か
組織には、代替技術の開発の選択肢があるか否か（例えば、
代替ソリューション）
ライセンサーが未来の活動に対すして過剰な支配を与えるリ
スクは存在するか否か
ライセンサーが将来、ライセンス許諾を拒絶し、又は終了し
た場合には、どのような選択肢があるか

表 F.3 はライセンス許諾合意の起草のガイダンスとして利用できるが、詳細なリスト
ではなく、ガイダンスの参考としてのみ供する。
表 F.3 ライセンス許諾合意の起草ガイダンス
— どのようなイノベーションの成果がライセンス許諾されるか
何がライセンス許 — ライセンサーに知的財産をライセンス許諾する権利があるか否
諾されるか？
か（例えば、所有権／ライセンス許諾権（阻害なし）が存在する
か否か）、知的財産は有効か否か
—
—
付与される権利

—

—

財務面

ライセンスは排他的か非排他的か、又はその他の制限があるか
どうか
どの地域でライセンス許諾を付与すべきか（例えば、地域制限が
あるべきか否か）
どの使用分野でライセンス許諾を付与すべきか（例えば、一つの
業界／部門に限って許諾すべきか、又は多くの分野に拡大すべ
きか、全ての使用分野に開放すべきか）
範囲はどこまでか（例えば、サブライセンスの権利の有無、修正
する権利の有無、将来、開発する権利を有するのは誰か）

ライセンス許諾は無償であっても良いが、通常はクロスライセンス
のような、費用又はその他の非金銭的対価を伴うものがある。
主に考慮する要素：
— 支払条件：イニシャルペイメント、初期費用、ロイヤリティ、株
式又は前述の方式の組み合わせ。
— 支払モデル：固定費用、販売額の何パーセンテージ（総額若しく
は純額）、又は販売製品の数量を基準とする。
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—

支配条項：報告、監査、管理費。

ライセンス許諾合意には、以下のとおり、双方の義務を含めることが
できる。
— ライセンシーに対して：成果標準、割当額、指定期日前に商業化
するデュー・デリジェンス条項、品質コントロール、製品及び／
ライセンスに付加
又はマーケティング資材の検査／監視／承認の権利。
される権利及び義
— ライセンサーに対して：技術援助、研修、技術支援。知的財産の
務
維持、実施又は保護の義務。
— フランチャイズ経営のライセンス許諾は、知的財産権（ノウハウ
を含む）のみでなく、フロー、事業モデルの使用、ブランドも含
み、かつ、ライセンサーとライセンシーの義務も明確にする。
—
—
一般条項

—
—
—
—

期間（開始日及び終了日）。
終了権：終了する場合、終了後も契約の更新が可能か否か、並び
に契約更新義務関連条項又はライセンサーの技術返還権。
ライセンサーの保証：既知の制限又は権利侵害がないこと。
訴訟：費用及び責任に関係し、権利侵害者に対する権利保護行動
の発動又は申請の更新及び権利の保護に利用される。
譲渡条項：買収又は譲渡。
管轄：ライセンス許諾合意の実施。
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