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本冊子は、「令和３年度 PBL（課題解決型学習）を通して磨く知財戦略と事業戦略の勘どころ事業」の成果をもとに作成しています。  
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1. 注目されるビジネス関連発明

1－1． ビジネス関連発明とは 

「ビジネス関連発明」とは、下の図にあるようにビジネス方法を ICT を活用して実現する発明（特許

として出願、登録されたもの）を指している。IoT、センサ、通信技術の向上や AI の活用が急速に進

んでいる現在、新たなビジネス／サービスに関連する特許として注目されている。 

1－2． 中国地域でのビジネス関連発明出願動向 

中国地域各県の状況を見ると、ビジネス関連発明は 2011 年から 2019 年の間に 687 件出願さ

れ、同時期の全国出願の 1％のシェアとなっている。また、その内容を特許の分類コード FI をもとに

みると、「G06Q50/06 電気，ガスまたは水道供給」が 1 位、「G06Q50/10 サービス業」が 2

位、「G06Q50/22 社会福祉業」が 3 位、「G06Q50/20 教育」が 4 位となっている。 

ビジネス関連発明の内容 

FI 内容 出願件数 順位 
管理；経営 G06Q10/00 管理；経営 27 7位 

G06Q10/00,300 ・製品補修またはメンテナンスの管理 35 6位 
商取引 G06Q30/02,470 ・・ビジネスの場における顧客とのコミュニケーション 24 9位 

G06Q30/06,300 ・・電子ショッピング 25 8位 
特定の業種に特に
適合したシステム
または方法 

G06Q50/06 ・電気，ガスまたは水道供給 198 1位 
G06Q50/08 ・建設業 38 5位 
G06Q50/10 ・サービス業 103 2位 
G06Q50/20 ・・教育 48 4位 
G06Q50/22 ・・社会福祉事業 61 3位 
G06Q50/26 ・・政府または公共事業 22 10位 
G06Q50/30 ・運輸業；通信業 22 10位 

中国地域総出願数 687 

企業会計、給与管理、
人事管理

情報検索、ビッグデータ
解析、認証、決済、課金

注文、仲介、広告、
顧客情報管理

物流、生産管理、流通、配
送、工程管理、在庫管理

銀行、保険、証券業務

販売管理、
ポイントサービス

・
・
・
・

データベースwebサーバスマホ

受信部

送信部

表示部

撮像部

算出部

確認部

送信部

受信部
識別番号

通信網

提供情報

管理部

識別情報
提供情報

履歴 社内業務システム

基盤システム

電子商取引システム

統合的生産管理システム

金融システム

販売、サービス支援システム
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これらのビジネス関連発明の出願者をみると、下表のとおり。全体では中国電力株式会社が 245 件

と、群を抜いて最多となっている。中堅・中小企業では株式会社アスカネットが 11 件、大学では鳥取

大学が 9 件でそれぞれ最多となっている。大学では医療・福祉分野での出願が多いことが特徴的であ

る。 

 

 

順位 出願者 件数 出願者最も出願件数の多い FI 
1 中国電力株式会社 245 G06Q50/06 ・電気，ガスまたは水道供給 181件 
2 株式会社ベネッセコーポレーション 44 G06Q50/20 ・・教育 38件 
3 マツダ株式会社 34 G06Q50/10 ・サービス業 14件 
4 コベルコ建機株式会社 23 G06Q50/08 ・建設業 17件 
5 株式会社ファーストリテイリング 13 G06Q30/06 ・購買，販売またはリース取引 5件 
6 株式会社アスカネット 11 G06Q30/06,300 ・・電子ショッピング 5件 
7 （個人） 10 G06Q10/06,326 ・・・リスク分析 4件 

G06Q10/06,332 ・・・パフォーマンスの分析 4件 
8 国立大学法人鳥取大学 9 G06Q50/22 ・・社会福祉事業３件 

G16H20/00 療法または健康改善計画に特に適合した ICT３件 
8 株式会社テクノプロジェクト 9 G16H10/00 患者関連の医療または健康管理データの取扱いま

たは処理に特に適合した ICT （旧 G06Q50/24患者記録管理）7件 
10 株式会社日立ソリューションズ西日本 8 G06Q10/00 管理；経営 4件 
10 国立大学法人山口大学 8 G16H10/00 患者関連の医療または健康管理データの取扱いま

たは処理に特に適合した ICT 4件 
12 株式会社バイタルリード 7 G06Q50/30 ・運輸業；通信業 5件 
12 国立大学法人広島大学 7 G06Q50/22 ・・社会福祉事業 5件 

G16H20/00 療法または健康改善計画に特に適合した ICT 5件 
12 株式会社Wing of Freedom 7 G06Q10/02 ・予約 2件 

G06Q30/06 ・購買，販売またはリース取引 2件 
G06Q30/02,320 ディスカウントまたはインセンティブ 2件 

 

 

 

本冊子では、中国地域内でビジネス関連発明を取得している企業と今後の新たなビジネスモデル創

出を期待して行った地域課題解決型の企業実証事例を通して、知財戦略と事業戦略の勘どころを紐解

く。 
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2. ビジネス関連発明取得企業の事例 

2－1． 大学との医工連携を通じて認知症・介護予防分野の企業へ（㈱エッグ） 

（1） エッグの過去 10 年間で公知になったビジネス関連発明 
登録・文献番号 発明の名称 内容 

特開 2020-

201579 
健康改善支援システム 

画面表示される健康に関する複数の質問から、介入指導が

必要な回答者を抽出、指導内容の提供、フレイル情報の取

得、指導結果の記録を行うことで、健康改善支援事業を支

援するシステム 

再表

2018/066465 
フレイル評価システム 

高齢者等が画面に表示されるフレイルに関する複数の質問

の回答をもとに、フレイルの疑いの有無を判定し、判定手

段による判定結果を出力するシステム 

（株式会社エッグ、東京大学による共同出願） 

特許 6591763 認知症予防システム 

症状と重症度に応じて被験者をグループ分けし、グループ

毎に用意した問題を被験者に提示して、被験者に合わせた

認知症予防トレーニングを行うシステム 

（鳥取大学、株式会社エッグによる共同特許） 

注：フレイルとは、加齢により心身が老い衰えた状態だが、適切な介入・支援で生活機能の維持向上が可能な状態 

 

（2） エッグ・コロンブスの強み 

株式会社エッグは印刷会社であったが、インターネットの普及で印刷から Web へと移行していくこ

とを見越して、印刷だけでなく Web 関連の事業を行うようになった。同社が所在する米子市内にある

鳥取大学医学部にも印刷業務で出入りをしていたこともあり、持っているデータを使いやすいデータに

見える化する Web ベースのシステム開発を売りに、同学部の業務も受けるようになっていった。その

なかで、認知症予防についてのソフトウェア開発に大手企業との産学連携で取り組んでいたグループか

ら、開発を手伝ってほしいという要望を受けて、同社が開発に参加することになり、認知症予防のトレ

ーニングシステムとして製品化した。新たに「医工連携室」を設置して、認知症系でのシステム開発の

営業を続け、鳥取大学の先生から東京大学の先生の紹介を受け、そこで当時あまり知られていなかった

「フレイル」を知り、フレイル関連のシステム開発に取り組むことになった。 

また、医工連携室ではソフトウェア開発だけでなく、顧客のニーズやシーズから、機器開発も行っ

た。整形外科医が診察時に腰や肘、膝の関節屈伸角度を計測するが、手指に関するものは小さく読みづ

らいなどの課題があったため、デジタル化できないかとの要望を得て、県の補助金を活用しながら小型

のデジタル角度計を開発した。角度計は一定のニーズがあるとの判断で、特許を取得して、医療機器メ

ーカー等を代理店として販売を行っている。 

令和元年に株式会社エッグ医工連携室を分社化して、株式会社コロンブスが設立され、現在は認知

症・フレイル予防の事業はコロンブスが実施している。これまでの鳥取大学医学部等とエッグ医工連携

室との連携で得られたネットワークを活かした情報収集とともに、コロンブスの社長には、県職員 OB

で、鳥取大学で医工連携コーディネータをしていた増田氏を迎え、同氏のそれまでのノウハウと知見を

生かせることが、強みとなっている。 
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（3） 追われる立場を経験し、知財の知識を身につけて、特許出願を検討 

エッグはふるさと納税の黎明期に Web システムを鳥取県の要望で開発して好評を得、全国に展開し

ていった。ふるさと納税のシステム開発で複数の企業から追われる立場になり、特許化して権利を守る

ことの重要性を改めて認識した。また、鳥取大学との共同研究を行った認知症予防システムで、大学と

共同で特許出願・取得をした経験から、自社での特許取得を行うようになっていった。 

分社化した際に、エッグで取得した特許はそのままにしたが、今後コロンブスで開発した技術を特許

出願する際には、コロンブスが出願することになる。コロンブスでは、他社との差別化を図る際にどこ

まで争えるかを考えると、知的財産権の取得は必要で、担当者は必要な知識を身につけておくべきと考

えている。必要に応じて開発会議を開催し、開発状況の確認、営業のニーズ調査結果の共有や、特許出

願等についての検討が行われている。 

 

（4） ビジネス関連発明のアピールはものづくりの特許とは異なる 

フレイル評価システムは、現時点では、国内での展開がメインであるが、使われているデータベース

の一部にアメリカの特許に関連するものがあったため、国際特許として出願している。これから審査請

求の予定である。 

ものづくりの場合には「特許申請中」などと表記して独自技術をアピールすることがあるが、ビジネ

ス関連発明ではあえて「特許技術」や「特許申請中」といった表記は必要ないと考えている。ビジネス

関連発明は概念についての特許になるので、消費者にわかりやすい説明をしにくいことや、訴訟となっ

た場合でも新規性、進歩性の説明、権利侵害の判断で難しいことが多いためである。 

 

（5） 市場が認める新規性のタイミング 

フレイル評価システムは、分社化してコロンブスとなってから

リリースし、これまで 10 自治体で採用されている。新規性があ

りすぎる段階では、市場がついてこられない場合もあり、展開を

どうするかは悩ましい。「フレイル」がまだ一般に広く知られる

前段階で開発をスタートすることで、フレイルが知られはじめた

のに合わせてのリリースが可能となった。これからフレイルが大

きなブームになって、採用が拡大することが期待されている。 

 

■ 会社概要 

会社名 株式会社コロンブス 

住所 〒683-0805 鳥取県米子市西福原 4 丁目 11-31 

URL https://columbusegg.co.jp 

代表者 代表取締役社長 増田 紳哉 創業年 2019 年 

主要事業 健康寿命延伸を図る ICT や IoT を活用した製品・システムの企画、開発、販売 

出
願
数 

公知

年別 
2020 年 

(2 件)  

2019 年 

(2 件)  

2018 年 

(1 件)  

2015 年 

(1 件) 

FI 別 A61 

(4 件)  

G06、 G16 

(各 3 件) 

G01、G09 

(各 1 件) 

出願数は、分社化前の株式会社エッグにて出願したもの 

A61：医学または獣医学；衛生学、G06：計算または計数、G16：特定の用途分野に特に適合した情報通信技術［ＩＣＴ］、G01：

測定；試験、G09：教育；暗号方法；表示；広告；シール  

 

 

タッチパネルにタッチして解答する 

フレイル評価システム 
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2－2． 低価格のデータ通信を使う課題解決サービス（㈱セーフティネクスト） 

（1） セーフティネクストの過去 10 年間で公知になったビジネス関連発明 
文献番号 発明の名称 内容 

特開 2021-

068193 

見守検針システムおよびプログ

ラム 

独居老人宅の水道使用量が所定時間所定量以下の情報をセン

ターが受信、メール、電話で独居老人の状況確認が取れない

場合、警備会社等から対応員を住戸へ派遣するシステム 

特開 2016-

206864 

集合住宅費管理システム ガスと水道が管理人への一括請求になっている公営住宅で、

各戸の使用量に基づいたガス・水道の請求額と、家賃と合算

して振込管理を図るシステム。ガス・水道の請求額には、個

別契約の場合との差額も明記した明細を発行。 

特開 2016-

092930 

電力節約システム 集合住宅で、各戸で予め設定しておいた総電力使用量を超え

そうと判定された場合に、使用電力を控える旨の戸別通知を

行い、電力節約を促すシステム 

 

 

（2） セーフティネクスト・パーソンズサポートの強み 

株式会社セーフティネクストと NPO 法人パーソンズサポートは、松江ガス供給株式会社の社員が公

営住宅の課題解決を新たなビジネスとして展開するために設立した法人である。低所得者向けの公営住

宅では、入居者の高齢化が進んでいることによって、いくつもの課題を抱えている。セーフティネクス

トとパーソンズサポートは、公営住宅の水道、電気、ガスの管理と料金徴収代行（滞納者対応含む）を

軸にしながら、入居者と公営住宅の自治会、県・市等の負担軽減、トラブル解決を実現するため、様々

な組み合わせで展開できるビジネスモデルを確立した。 

島根県・鳥取県の公営住宅で導入されている簡易専用水道方式の検針及び水道料金徴収を、パーソン

ズサポートが自治会に代わって管理し、各戸にメーターをリースで設置、使用量に応じた料金の請求書

を作成し、水道料金の一括徴収をはじめた。請求書には、同量の水道を個別契約した場合の料金と簡易

専用水道の料金の差額が明細に記載してあり、出願した特許の一部となっている。差額を示すことで、

利用者に向けて簡易専用水道のメリットをよりわかりやすく理解できるようにし、協力を得やすくして

いる。利用者は低価格で水道が利用できる、自治体は集金でのトラブルがなくなり、苦情受付も減ると

いうことで好評を得て、このビジネスモデルを展開し、導入実績を増やしていった。この料金徴収実績

をもとに、新電力と提携して契約管理、料金徴収代行で、簡易専用水道と同じビジネスモデルを展開す

ることが可能となった。 

さらに、検針で使っている水道メーターから得られる情報をもとに、一定時間の使用実績がないと確

認のアラートを発報する見守りサービスも展開している。 

 

（3） 特許が自社の事業の裏付けであり、実際に使えるものとして説明する 

同社が特許出願している見守り検針・システム・プログラムは、銀行の目から見て、技術面だけでな

くビジネスモデルも含めて、他社が同価格帯で類似事業を実施することは難しいと判断されている。 

同社の特許は、社長が考えた新しいアイデアを弁理士と相談して、弁理士が出願する価値ありと判断

したものについて出願している。特許出願は技術の防衛のために限らず、自社の事業の裏付けとして、

実際に使えるものであるというアピールにつながればなおよいと考えている。 
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（4） 大手と共同して大手では手を出しにくい小さなビジネスをつくる 

同社では、行政と住民の間に入り、細々とした問題を片付けることが期待されるアイデアをもとに、

必要なリソースを持つ企業と組んでビジネスとして実現していくことを目指している。同社が出願して

いるビジネス関連発明でのビジネスモデルは、自社と水道、電気の利用者がメリットを享受できるだけ

でなく、関係者が当該のビジネスに参加することで、小さなビジネスであったとしても、きちんと利益

を得られるように考えられている。 

セーフティネクストが行っている見守り検針プログラムは、水道検針

で使う伝送装置を使って、ボタン 1 つで通報を受け付けることで低価格

が実現されている。同様のサービスを行っている大手警備会社にとって

一見すると競合するものでもあるが、大手が自社で提供しているフルサ

ービスと比べると、低価格でシンプルなため、顧客層が必ずしも重なら

ない。サービスの営業はセーフティネクストが行い、自治体も高齢者世

帯等への導入補助事業の対象として広報を行うことで見守りサービスが普及し、利用者がより充実した

サービスが必要と感じたなら、大手警備会社のサービスへの乗り換えが起こることから、大手警備会社

にとっても効率のいい展開が可能となる。人口が少ない地域なので、大手警備会社にとっても、警備ス

タッフを見守りサービスに回せるという事情もある。都市部では成立しにくいが、人口の少ない地方だ

からこそ、大手の理解の下で協力を得て実現されている。 

このビジネスモデルを広く展開するには、セーフティネクストだけでは難しいことから、検針の伝送

装置を担っている大手が中心になって全国各地の公営住宅等に広げてもらいたいと考えている。その際

に、セーフティネクストやパーソンズサポートは、現地での事業の受け皿企業へ様々なノウハウを提供

する意向である。 

 

（5） 公営住宅を軸に新たなサービスを提案 

セーフティネクストとパーソンズサポートは、今後も公営住宅の水道、電気、ガス等の管理・料金徴

収代行を軸にしながら、公営住宅の抱える諸問題を解決するための新しいビジネスの提案を続ける。料

金徴収代行では、公営住宅の水道、電気、ガスの料金だけでなく共益費も一括して請求、徴収代行する

仲介システムの特許を新たに出願した。さらに、生活に直結する水道、電気、ガスの利用データを横串

でみられる立場にあることを活かした、公営住宅向けの新しい見守りシステムの開発等、様々な提案を

今後も続けて、特許化が可能であれば出願していく意向である。 

 

■ 会社概要 

会社名 株式会社セーフティネクスト 

住所 〒690-0815 島根県松江市西持田町３６２番地８ 

URL https://safetynext.jp/ 

代表者 代表取締役 中田 治 創業年 2005 年 

主要事業 機械警備業務、主に高齢者を対象とした生活支援サービス 

出
願
数 

公知

年別 
2021 年 

(2 件) 

2019 年 

(2 件) 

2018 年 

(1 件) 

2016 年 

(2 件) 

2014 年 

(1 件) 

2013 年 

(1 件) 

2012 年 

(1 件) 

2011 年 

(2 件) 

FI 別 E06、 G06 

(各 3 件) 

F28、G08、H04 

(各 2 件) 

E03、F24、G01、H02 

(各 1 件) 

E06：戸，窓，シャッタまたはローラブラインド一般；はしご、G06：計算または計数、F28：熱交換一般、G08：信号、H04：電

気通信技術、E03：上水；下水、F24：加熱；レンジ；換気、G01：測定；試験、H02：電力の発電，変換，配電 

 
非常用ボタンと電子水道メー

ターでの見守り 
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2－3． ソフトウェア開発会社と共同で出願・登録（平林金属㈱） 

（1） 平林金属の過去 10 年間で公知になったビジネス関連発明 
登録番号 発明の名称 内容 

登録 6647812 資源ごみの回収システム 資源ごみの回収促進を図るため、収集場の回収ボックスに持

ち込んだ資源ごみの重量に応じて登録会員へポイントを付与

する。ユーザーの利便性と不正行為防止を考慮し、会員登録

制として、会員登録と会員情報管理を行い、回収時に会員カ

ードとパスワードでの認証を行う。 

実願 2015-

003703 

資源ごみの回収システム 同上 

 

（2） 平林金属の強み 

平林金属は、鉄や非鉄金属、使用済み家電・自動車・大型設備機器等のリサイクルを手がけており、

家電リサイクル法の施行と合わせて中四国地域で唯一の家電リサイクルプラントを立ち上げ、小型家電

リサイクル法においても認定事業者としてリサイクルに取り組んでいる。さらに、メーカーと共同でリ

サイクルに関する技術開発に取り組むなど、先進的な取り組みを行っている総合リサイクル企業であ

る。 

「えこ便」は、2015 年から同社がスタートさせた市民参加型資源集積プロジェクトで、資源ごみを

回収ステーションに持ち込んだ会員には種類と重量に応じてポイントを付与し、同社は回収した資源ご

みを自社工場で適切にリサイクルし、メーカーは同社から再生資源を購入して使用するという資源循環

を実現している。えこ便は、同社のそれまでのノウハウを活用した事業デザインとなっている。えこ便

は、ロードサイド店が立地するような場所や住宅密集地近くに明るい雰囲気の有人ステーションを設置

し、郵便局を意識して店舗名を「○○局」、回収

容器を「e ポスト」と呼んでいる。ポストに投函

された資源を、次に必要としている所へ確実に届

けることへの約束をこめたネーミングを採用して

いる。このように従来の廃棄物、資源ごみの回収

ステーションのイメージを変えて、心理的敷居を

できだけ低くすることで、利用しやすい雰囲気を

作りだしている。 

回収した資源の量に応じた対価を支払うというリサイクル業のビジネスモデルが、えこ便にも取り入

れられている。えこ便では、家庭からの資源ごみ回収の対価として、様々なグッズと交換可能なポイン

トを付与するという利用促進策を採用している。有人サービスを行いつつも運営コストを少しでも抑

え、それを対価に還元する工夫がされている。対価を現金ではなくポイントにすることとで、現金の管

理コストやスタッフの手間を減らし、えこ便を同社工場の周辺地域での展開とすることで、回収した資

源ごみの輸送コストを少なくしている。 

さらに、同社では、えこ便の大きな役割の 1 つに、無許可事業者による資源ごみの違法回収をなくす

ための啓発を位置づけている。えこ便の利用を通じて、消費者に対して、正しいリサイクルを知り、違

法回収に加担しないように訴えている。 

 

 

えこ便店舗外観（並木町局） 
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（3） ユーザーの利便性を確保するためのシステムを開発し権利化 

回収した資源ごみの量に応じたポイント付与を行うに際には、会員証をつくり、会員登録データと付

与されたポイントを管理するソフトウェア開発が必要となる。同社単独でのソフトウェア開発は難しい

ことから、類似の業務で使われるシステムを探し、古紙収集でポイント付与のシステムを開発していた

名古屋にある株式会社 Jnesys と共同で開発することとした。えこ便で回収対象として検討していたの

は、古紙の他に金属、缶、小型家電、古着等の多様なアイテムで、それぞれに重量単価が異なる。アイ

テムごとに重量を計量してポイントを計算、合計ポイントを付与するシステムが必要となった。また、

資源ごみの回収の際には、古物営業法、県条例等で身分証の確認が求められるため、会員登録の際に身

分証を確認し、登録後は会員証と登録時に取得した暗証番号を使って本人確認を行うことで、ユーザー

の利便性を確保した法律・条例への対応も行った。これらのえこ便の全体的なシステムは平林金属が検

討し、それを実現するためのコンピュータシステムを Jnesys が開発、デザインや建築はプロにコンサ

ルティングを依頼する体制で開発が進められた。 

 

（4） 訴訟防止のために特許、実用新案の登録 

開発したシステムは、他社から模倣と訴訟されることを避けたいとの意向から、Jnesys との共同で

特許、実用新案として出願、登録を行った。同社に「えこ便」の名称と開発したシステムとをセットで

のライセンスの希望があった場合には、モノの出口(下流)まで法律に則った、適正処理が可能なリサイ

クル業者であることが担保された相手に限って、許可することを考えている。 

 

 

（5） 自治体との連携でえこ便をさらに拡大 

えこ便は岡山市内 4 店舗、米子市内 1 店舗で実施しており、登録者は 12 万人を超えている。買い物

のついでに利用できるような立地や、気軽に入れる雰囲気づくりへの配慮、様々な種類の資源ごみを 1

箇所に持ち込んで処分できる利便性と、グッドデザイン賞等の受賞が効果を発揮している。さらに、大

掃除や引っ越しの時期になるとテレビ局の取材が入ることもあり、そこから利用が始まる場合も少なく

ない。生活に密着したサービスとして、定着してきたと同社では見ている。 

同社では、自治体のクリーンステーション等とうまく連携を図り、同社の工場が立地できれば周辺の

自治体のステーションの敷地内でえこ便を展開し、同社で回収できる資源はリサイクルを行い、できな

い部分は自治体で処分するようなかたちで、地域での資源循環を広げていきたいと考えている。 

 

■ 会社概要 

会社名 平林金属株式会社 

住所 〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野 347-104 

URL https://www.hirakin.co.jp/ 

代表者 代表取締役社長 平林実 創業年 1956 年 

主要事業 鉄・非鉄金属及び使用済み家電・自動車のリサイクル事業 

出
願
数 

公知

年別 
2017 年(1 件) 2015 年(1 件) 

FI 別 G06(2 件) 

G06：計算または計数 
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2－4． 情報発信杭をハード、ソフトを総合したプロセスで特許化（㈱リプロ） 

（1） リプロの過去 10 年間で公知になったビジネス関連発明 
登録番号 発明の名称 内容 

特許 6223726 標示器または情報杭を管理

する管理サーバおよびサー

ビス提供システム 

標示器や情報杭に取り付けた IC タグを介して提供されるサ

ービスに関する情報を、IC タグ自体に記憶させず、管理サー

バの IC タグ管理テーブルにタグ識別情報、位置情報と関連

付けて提供情報を記憶させて、フレキシブルに更新できるよ

うにする。ユーザーは IC タグの識別情報をスマートフォン

等で読み取った際、関連付けられた最新の情報が得られる。 

 

（2） リプロの強み 

株式会社リプロは廃プラスチックのリサイクルを行う会社として、昭和 46 年に創業した。当初は

様々な廃プラリサイクル製品を作っていたが、木製やコンクリート製が一般的だった境界杭を軽量化と

半永久的に保たせることを目指した廃プラ製杭を開発、標準化を図り、普及させたことで、境界杭では

国内トップシェアを誇っている。 

さらに、現場で位置情報が取れるように杭の中にコンピュータを入れるような発想から、IC タグを

杭に埋め込んだ「情報杭」を 1980 年代から開発し、特許取得も行った。当時は大きな専用のリーダー

を持ち歩く必要があることなどから、大きく普及することはなく、早すぎる特許といった状態だった。

その後も開発を続け、2008 年頃には位置情報だけでなく、アクティブにデータを発信するという発想

が生まれ、情報杭に加速度センサーを入れ込み、複数の杭の情報をまとめてサーバと通信するゲートウ

ェイを組み合わせた、安全管理やモニタリング

に使う「情報発信杭」として製品化した。地震

や豪雨災害等が起こる度に必要性が再確認さ

れ、ハードウェアの低価格化とスマートフォン

の普及もあいまって、地盤の状態を知りたいと

いうニーズに応える製品として普及している。 

現在でも、ハードウェアでの検知精度の向

上や、ソフトウェアでの生産性向上のため、防

災、測量現場の意見も聞きながら継続して開

発、実証、製品化を続けている。 

 

（3） 自社のアイデアと測量現場の声から積極的に新製品開発、特許出願 

同社では、様々なアイデアを出して、新しい製品を積極的に開発していく方針で、年間 10 件の特

許・実用新案の出願を目指している。毎年達成できるとは限らないが、定量的な目標設定は必要と考え

ている。新製品のアイデアは、自社での発想をもとにしたものだけでなく、防災、測量関係の現場での

声を元にしたものも多い。ユーザーが現場で使っているからわかる問題点などを聞き取り、より使いや

すく、より精度が高い製品を開発している。 

これらの製品の知的財産防衛のため、特許や実用新案での権利化に適するか判断し、出願している。

社内で知財担当者だけでなく社長や営業担当、製造、総務から６人ほどのメンバーが集まる「特許会

議」を月に１回開催し、開発中の技術について技術的な点に限らず、期限や費用も含めて議論して、特

情報発信杭「九報センサ杭」 

7cm 角 

長
さ

9
0

c
m

 

杭はリサイクル 

プラスチック製 
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許や実用新案として出願するか、営業秘密として保護するか等を判断している。かつては、会社が扱っ

ているものについて幅広い観点で、商品にするか未定でも特許出願を行っていた時期もあったが、現在

では実用的なものを選んで出願する方向に変わってきている。 

 

（4） ハードの特許化から、全体のプロセスの特許化で、保護を強化 

情報発信杭は、防災・減災意識が高まったこともあり、認知が進んで全国の危険な斜面に指定された

箇所等への設置が進み、土砂崩れ等の監視に用いられるようになった。情報発信杭は、加速度センサー

に変わって水位検知センサーをつけたタイプや、ゲートウェイ装置を用いずに単独でサーバと通信する

ようにしたタイプも開発している。また、スマートフォンの普及もあり、杭から読み取った位置情報等

を元に観光情報を提供するなどの利用法も普及している。利用法が広がるにつれて、他社からも情報発

信機能をつけた杭が出てくるようになった。同社の情報発信杭の特許は、杭の中にセンサーを埋め込む

という特許なので、他社は杭に埋め込まず外側にバンドで取り付けることで、同等の機能を持ち、特許

侵害を回避した製品を作ることができる。そういう製品が販売されていることから、同社ではハードだ

けの特許だと保護が弱いと感じていた。情報発信杭を使って他社が容易に真似をできないビジネスにす

るには、ハードウェアだけでなくソフトウェアも含めた、全体のプロセスを特許として保護することが

必要と判断し、ビジネス関連発明として特許化した。 

 

（5） 杭だけでない新しい分野を模索 

精度向上等の意見だけでなく、別用途のセンサーと杭を組み合わせたデータ収集や、位置情報を使う

エンターテインメント系のコンテンツでの活用等、杭に関する問い合わせは継続してきており、アイデ

ア次第で用途が広がることから、杭の開発は継続していく。しかし、測量や地籍調査などでの杭の需要

は減ることが想定されるため、同社では杭以外のプラスチックリサイクルの新たな可能性を模索してい

る。近年の SDGs 意識の高まりから、自社工場内にリサイクルシステムを立ち上げたい企業から、同

社への機器の販売、運転指導、コンサルティング等の問い合わせが増えていることから、そういった分

野で特許になるものがあれば、権利化を考えたい。 

 

■ 会社概要 

会社名 株式会社リプロ 

住所 〒701-0213 岡山県岡山市南区中畦 1186 

URL https://www.ripro.co.jp/ 

代表者 代表取締役社長(CEO) 岡田 謙吾 創業年 1971 年 

主要事業 プラスチックの再生利用、企画開発、加工販売までの一連の業務 

出
願
数 

公告

年別 
2020 年 

(2 件) 

2019 年 

(2 件) 

2018 年 

(3 件) 

2017 年 

(1 件) 

2016 年 

(1 件) 

2015 年 

(2 件) 

2014 年 

(3 件) 

2013 年 

(2 件) 

2012 年 

(1 件) 

2011 年 

(1 件) 

FI 別 
G01 

(9 件) 

 E01 

(4 件) 

E02、G08 

(各 3 件)  

A01、G06 

(各 2 件) 

B27、B63、B65 

(各 1 件) 

G01：測定；試験、E01：道路，鉄道または橋りょうの建設、E02：水工；基礎；土砂の移送、G08：信号、A01：農業；林業；畜

産；狩猟；捕獲；漁業、G06：計算または計数、B27：木材または類似の材料の加工または保存；釘打ち機またはステープル打ち機一

般、B63：船舶またはその他の水上浮揚構造物；関連艤装品、B65：運搬；包装；貯蔵；薄板状または線条材料の取扱い 
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2－5． ものづくりの現場へのマネジメント導入戦略（㈱レクサー・リサーチ） 

（1） 過去 10 年間で公知になったビジネス関連発明 
登録・文献番号 発明の名称 内容 

特開 2022-

008955 

業務計画最適化装置及び業務計

画最適化方法 
特開 2018-139041 の海外出願に向けた分割出願 

特許

6998064 

生産設計支援装置、生産設計支

援方法及び生産設計支援プログ

ラム 

生産ラインの問題空間を容易且つ的確に定義し、問題空間を

境界条件として、人工知能による学習でより的確な最適解、

最適解群を得る取得する生産設計支援装置 

特許

6962539 
業務計画最適化方法 

業務シミュレーションを行う際に、ハードウェア資源を効率

的に使用し、より低コストで、多様なシミュレーション演算

を高速で行い、最適な業務を認識する業務計画最適化装置 

特許

5688864 

生産システムシミュレーション

装置、生産システムシミュレー

ション方法及び生産システムシ

ミュレーションプログラム 

作業を担う設備要素を容易且つ柔軟に設定、変更することが

可能であり、多様なシミュレーション、最適な工程条件の探

求を低コストで迅速に、生産工程や物流工程等の工程をシミ

ュレーションして効果分析できる生産システムシミュレーシ

ョン 

特許

5208262 
経路計画立案システム 

ある活動空間内での複数の移動体の移動を伴う活動につい

て、どの場所でどの程度干渉し合い、移動が遅延する可能性

があるのかを、比較的短時間で検証できる経路計画立案シス

テム 

 

（2） レクサー・リサーチの強み 

レクサー・リサーチは、独自の研究開発を通じて生み出されたシミュレーション AI を製造業各社へ

展開して高度化を支援するだけでなく、生産システムシミュレータを使った、新たなものづくりのあり

方に関するコンサルティングを行っている。同社では、デジタル時代での日本のものづくり企業の弱点

を、現場力が高く、経営トップが現場を知らない、知るすべがないことから情緒的な指示しかできない

といった、構造的な問題だと捉えている。従来までのものづくりでは、高い現場力に支えられて、高品

質の製品の製造・供給で、十分事業が成立していた。しかし、サプライチェーンの要望に柔軟かつ迅速

に応えていくことが求められる今の時代では、現場力に任せておくと適切な管理ができない状況に陥

り、それが足かせになってしまう場合が生じる。市場の変化に対して効率よくマネジメントを行う観点

から見いだされる課題を解決するため、同社では独自の

生産シミュレータ等を開発し、シーズとして特許化を進

めている。生産シミュレーションを扱っている企業は国

内に複数あるものの、SIer として欧米で開発されたもの

を導入しているだけであり、国内で生産シミュレーショ

ンを独自に開発し、プロダクトアウトで販売しているの

は同社のみとなっている。 

 

（3） アーキテクチャを特許化する方針 

同社では、ソフトウェアを特許化する際の戦略として、ロジック、アルゴリズムでは権利化しにく

く、特許化しても効果が低いことから、アーキテクチャ（基本設計）での特許を取る方向で考えてい

る。表面的なところではなく、システム実装が効率化できる、独立して情報を管理することができると

いった IT ならではのハイレベルな基本特許を狙っている。アーキテクチャの変化は、現在のフォンノ

シミュレーションAI

業務プロセス、現場活動

Virtual（サイバー）

自律的に
最適化し続ける

データモデルFINDI
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イマン型コンピュータが、量子コンピュータに変わるようなときにおこる大きなものだけでなく、様々

なところで起きている。最近では、IoT の導入によって、アーキテクチャの変化が起きている。同社で

は新しいコンピュータの環境に応じたアーキテクチャの開発を続け、特許として出願をしていくことと

している。 

また、同社ではシミュレータの海外展開も視野に入れて、各国の事情に合わせたローカライズだけで

なく、国際特許出願も行っている。EU への特許出願を想定して、日本の特許が先行事例として審査に

使えるよう、日本と EU との間で条件が整合するように、国内の特許を分割するといったテクニカルな

対応も行っている。 

 

（4） 導入しやすい業種で実例を増やす戦略を取る 

同社の生産シミュレータは、国内の自動車、電気、機械、化学等の企業で導入されている。これらの

業種はカイゼン活動等で現場力が発揮されている業種でもあるので、プロセスマネジメントの観点で業

務改革を進めていくためには、コペルニクス的転回が求められ、導入のハードルも高い。導入時のハー

ドルを下げるには、理屈から問題点を指摘するのではなく、国内企業での導入実績、成功事例をもとに

他社の問題を自分に置き換えて理解できるようにすることが有効である。 

そこで、同社ではプロセスマネジメントを導入しやすい業種への営業を戦略的に実施し、食品製造業

等への導入がはじまっている。食品製造業はプラント会社が作った製造ラインで運用するため、製造段

階でのカイゼン活動は限定的であるため、プロセスマネジメント改革が導入しやすく、効果が出やすい

という特徴を持つと同社では捉えている。食品工場に同社のプロセスマネジメントを導入することで、

生産現場がどれだけ効率化されたかについて、わかりやすく説明できる実例が生まれている。 

 

（5） 特許は投資家やビジネスパートナーへのアピールになればよい 

同社の生産シミュレータは 1000 を超えるライセンスが出ている。同社では、製品の基盤となるコア

技術を特許として取得しているが、ソフトウェアの特許は「攻め」の特許にはなりにくく、「防衛」特

許の性格が強くなる。特許をアピールする場面としては、投資家やビジネスパートナーなどへのアナウ

ンスの際に十分な技術を持っているという説明になればよいと考えている。 

 

■ 会社概要 

会社名 株式会社レクサー・リサーチ 

住所 〒680-0911 鳥取市千代水 2 丁目 98 番地  

URL https://lexer.co.jp/ 

代表者 代表取締役社長 中村昌弘(工学博士) 創業年 1993 年 

主要事業 独自のノーコード型生産シミュレーション等の製造業向けシステムの開発、販売 

出
願
数 

公告

年別 
2022 年 

(1 件) 

2020 年 

(1 件) 

2018 年 

(1 件) 

2015 年 

(1 件) 

2013 年 

(1 件) 

FI 別 G05 

(5 件) 

 G06 

(5 件) 

B65 

(1 件)  

G16 

(1 件) 

G05：制御；調整、G06：計算または計数、B65：運搬；包装；貯蔵；薄板状または線条材料の取扱い、G16：特定の用途分野に特

に適合した情報通信技術［ＩＣＴ］ 
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3. 地域課題解決型実証を通した事例 

3－1． 実証協力自治体・実証協力企業について 

■ 島根県美郷町 

  人口：4,355 人 （15 歳未満：11.4％、15～64 歳：40.7％、65 歳以上：47.9％） 

  世帯数：1,844 世帯 （令和 2 年国勢調査） 

  町内総生産：154.4 億円 （第 1 次産業 3.5％、第 2 次産業 18.8％、第 3 次産業 77.1％） 

 （平成 30 年市町村民経済計算） 

  面積：282.92 k ㎡ 可住地面積：32.47 k ㎡ 

 

美郷町は島根県のほぼ中央に位置し、中国地方一の大河である江の川が町域内を大きく蛇行して貫流

し、その谷間や氾濫原に集落が形成されている。県内で最も人口が少ない町であり、65 歳以上の高齢

化率は県内 2 位の高い水準の一方で、15 歳未満の年少人口比率（11.4％）は県内各市町の比率の平均

（11.0％）とほぼ同水準となっており、高齢化がより進んでいる町である。町内総生産の上位業種は、

電気・ガス・水道業（19.3％）、不動産業が（15.9％）、建設業（13.8％）となっており、公共事業

を中心とした建設業が地域の主な雇用の場となっている。 

美郷町では、江の川の清流や森林資源等の豊かな水と緑を地域固有の資源として注目し、さらに地域

が一体となって『知恵』『ノウハウ』を活用しながら、まちづくりや、地域産業の活性化と産業の創

出、定住支援、子育て支援を積極的に実施している。 

美郷町第 2 次長期総合計画では、政策分野として生活基盤、産業 雇用、教育、健康 福祉、住民自

治とならんで未来創造を揚げ、活力ある未来を創る取り組みを積極的に推進している。全国的に注目さ

れた鳥獣害対策版シリコンバレー＝美郷バレー構想に限らず、観光関連のコンテンツ開発、先端テクノ

ロジーを活用した地域活性化（ゼロカーボン、ドローン、ICT 教育）等の取り組みが進められている。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、ICT の活用や DX の取り組みをより加速さ

せる必要に迫られており、美郷町ですぐにでも利活用できる未来技術の導入が求められている。 

これらの取り組みを促進するため、以下の 2 社の技術による実証を行った。 

 

■ 実証協力企業① 株式会社アスカネット 

会社名 株式会社アスカネット 

住所 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園 3-28-14 

URL https://www.asukanet.co.jp/ 

代表者 代表取締役社長 松尾 雄司 創業年 1995 年 

主要事業 フォトブック事業（デジタル写真集）、フューネラル事業（葬儀写真）、空中ディスプレイ事業 

実証課題 空中ディスプレイを使った非接触ソリューションと ICT 教育への展開 

 

■ 実証協力企業②ルーチェサーチ株式会社 

■ 会社名 ルーチェサーチ株式会社 

住所 〒731-0152  広島県広島市安佐南区毘沙門台 4-16-21 

URL https://luce-s.net/ 

代表者 代表取締役 渡邉 豊 創業年 2011 年 

主要事業 移動体による測量  画像処理解析  UAV または、各種ロボットの開発・設計・製造 

実証課題 ドローン等の新技術を活用した構造物の点検業務ができる地元事業者の育成 
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3－2． 空中ディスプレイを使った非接触ソリューションと ICT 教育への展開
（㈱アスカネット） 

（1） アスカネットの空中ディスプレイ 

株式会社アスカネットは、特殊なメガネなどを用いずに、光の反射を利用すること

で空中に画像を浮かび上がらせる空中結像技術を開発し、空中ディスプレイ装置の生

産、販売を行っている。空中に浮かび上がらせた画像とセンサーとを組み合わせるこ

とで、空中の画像をタッチパネルとして使用できるため、新型コロナウイルス感染症

対策における非接触のソリューションとして、受付システム、銀行の ATM、セルフ

レジシステム等で実証実験や採用が進んでいる。 

また、何もない空中に画像が浮かび上がるというこれまでにない体験ができるとい

う点に注目して、教育分野での採用例（高校生のキャリアデザインに関する年間プロ

グラムで、空中ディスプレイを使った Web コンテンツ構築を実施）もある。 

 

（2） 美郷町での課題への対処方針 

美郷町での空中ディスプレイの用途として最初に検討されたのは、感染症対策のために一時的に利用

を中止していた、図書館内で利用するタッチディスプレイを使った蔵書検索システムである。子どもか

ら高齢者まで幅広い層が利用する図書館の感染症対策として接触機会の低減を図りつつ、利用者が自分

で簡単に検索できるようにするには、非接触の空中ディスプレイが適していると考えられた。 

また、アスカネットからは、これまで美郷町で取り組んできた「教育での ICT の活用」を踏まえて、

子どもたちにも空中ディスプレイを体験してもらうこと、学校での利用（例えば、自らが製作したデジ

タル作品を空中ディスプレイで発表するなど）を検討したいとの提案があった。 

美郷町とアスカネットとの検討会において、蔵書検索システムの検証を行うだけでなく、町職員に空

中ディスプレイを体験してもらい、役場内で非接触のタッチディスプレイを利用する場面があるか、検

討を進めることとなった。さらに、教育分野については、子どもたちに空中ディスプレイを体験しても

らうとともに、ICT 教育推進会議の場で関係教職員に空中ディスプレイの説明を行い、実際に体験して

もらうこととなった。 

 

（3） 小中学校の ICT 教育関係者、小中学生、町役場職員等への空中ディスプレ

イのデモンストレーション 

今回の実証では、画像を何もない空間に表示するという「映画の中でしか見たことのなかった“未来

の世界”」を実際に体験して、子どもたち自身が未来を創造するための源泉となるデジタル力を養うこ

とや、行政業務の中での活用策を検討することのきっかけづくりを目的として、2 日間の体験会を開催

した。 

実施日時：令和 4 年 2 月 8 日、9 日 

場所： 美郷町役場（町職員）、邑智小学校ランチルーム（放課後児童クラブ）、みさと館（図書館、

ICT 教育推進会議、中学生体験） 

参加者：学校教育関係 53 名（児童・生徒含む） 行政関係等 27 名 
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実証風景： 
 

    
 中学生 図書館 小学生 役場職員 

 

体験者の感想をみると、子どもも町職員等も「楽しい」「おもしろい」という意見が多く聞かれた。

一方で、操作にコツが必要で難しい、疲れる、気分が悪くなったといった意見も聞かれた。 

町職員の感想の中には、未来感が魅力的といった回答以外に、感染症対策に魅力を感じている回答も

多く、非接触のソリューションとしても高い関心を持ってもらえる結果となった。 

 

（4） 実証を踏まえたアスカネットと美郷町の今後の連携 

実証によって、図書館の蔵書検索システムが空中ディスプレイの操作感と相性がよく、美郷町での空

中ディスプレイの用途として可能性が高いことが確認できた。 

専門家からは、非接触、感染症対策等の必要性から考えるだけでなく、おもしろさ、未来感という視

点から考えることも空中ディスプレイの導入・普及につながるため、人が集まる場所で注目を集める用

途での使用が適しているのではとの助言を受けた。役場庁舎入口の案内や、道の駅等の観光施設での案

内用途として可能性が高い。 

教育分野での活用は、町内の小中学校での具体的な活用アイデアを、短期間の実証では見つけること

ができなかった。しかし、アスカネットからは、「どうしてこうなるのか」といった子どもの疑問に応

えられるような半年程度のカリキュラムを考えてみたいとの意見があった。 

専門家からは、小中学生に限らず、大学のゼミ等でも利用が考えられるとの助言があった。 

アスカネットと美郷町では、今後も継続して空中ディスプレイの活用について具体的な検討を進めて

いくこととなった。 

 

（5） アスカネット空中ディスプレイ事業での知財戦略のポイント 

アスカネットは全社的な知財戦略を策定し、それを踏まえて空中ディスプレイも特許、意匠、商標登

録を行っている。社内でも情報の管理を徹底し、社員の情報へのアクセス制限、営業等で外部へ事業説

明する際には非公開の情報を外部に漏らさないことを徹底している。 

アスカネットでは、「空中ディスプレイ」という用語は世の中にまだ広まっていないことから、今後

の採用拡大に向けて、用語を広めていきたいと考えている。用語の普及に際して、空中ディスプレイに

関する商標は登録しているが、空中ディスプレイを指す用語として登録済みの商標が一般的に使われる

と、商標として機能しなくなるので、用語の使い分けに注意が必要と、弁理士から助言を得た。 

アスカネットでは、空中ディスプレイの普及に向けて、様々なケースでの設置者との共同実証を実施

している。共同開発は有益な方法だが、知財管理も含めて多方面での注意が必要であると、改めて指摘

を受けた。成果を共同出願する際の一般的な注意点として、権利を防衛する観点から出願人はより少な

い方が望ましい。さらに、契約でそれぞれの実施内容・範囲を明確にするとよいと助言を得た。 
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3－3． ドローン等の新技術を活用した構造物の点検業務への展開（ルーチェ
サーチ㈱） 

（1） ルーチェサーチの UAV 等新技術を活用した測量 

ルーチェサーチ株式会社は、2011 年に創業した、UAV を使って社内で一気通貫したサービスがで

きる数少ない企業の 1 社である。現場での調査・計測オペレーションや取得したデータの解析を実施す

るだけでなく、調査で使用する機体・センサー等のハードウェアの設計開発・製造・調整と、画像解析

等ソフトウェアの開発も実施している。2016 年に第７回ロボット大賞（国土交通大臣賞）、中国地域

ニュービジネス優秀賞を受賞している。 

同社の所有する技術を用いて、ドローンにより高精度で撮影した画像を合成することによりコンクリ

ート構造物の損傷部分の位置や損傷性状を正確に把握すること、また、レーザ計測機を用いてカメラで

は把握できない樹木下の地形等を高精度で計測、３D データ化して活用することなどが可能になる。 

 

（2） 美郷町での課題への対処方針 

美郷町では、江の川とその支流を空のハイウェイとして活用し、町内の主要地域の拠点をドローンで

結ぶ空の物流ネットワーク「空の駅構想」の実証実験や、民間、行政での積極的なドローン利活用を推

進しており、地域の産業の活性化、課題の解決を図る目的から「美郷町ドローン利活用推進協議会」を

設立し、災害時対応やインフラの維持管理、農林業や物流、土木・建築等での利活用について検討を重

ねてきた。ルーチェサーチの持つ業務用の高性能ドローンと、測量機材、オペレーターの技術を用いる

ことで、林業では森林計測や植生調査への活用、土木・建築分野では橋梁の点検支援や残土捨て場の簡

易計測への活用が期待された。また、美郷町ではドローンを使った業務を請け負うことができる町内の

事業者育成も期待しており、ルーチェサーチには事業者育成での協力も期待されていた。 

美郷町とルーチェサーチとの協議で、実証実験として、同社所有のドローン活用技術を使って、町内

の橋梁を実際に点検・計測するデモンストレーションを実施することとした。 

 

（3） 橋梁点検支援技術のデモンストレーション 

新型コロナウイルス感染症対策のため、大規模なデモンストレーションは困難であり、参観する関係

者を絞り込み、宇都井大橋（島根県邑智郡美郷町上野及び邑南町宇都井）で実施した。宇都井大橋の外

観をドローンに搭載したカメラとポールカメラにて撮影、橋脚の一部をオルソ合成画像作成のためドロ

ーンで撮影、橋の 3D モデル作成のためレーザ計測を実施した。 

 

     
 ドローン 橋脚の撮影 レーザ計測 
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（4） 実証を踏まえたルーチェサーチと美郷町の今後の連携 

実証のデモンストレーションの結果、以下左図のようにオルソ合成画像を作成し、縮尺を持つオルソ

合成画像を使った画像処理でクラックの位置とサイズを画面上で測定できること、目視でクラックが疑

われる箇所についても汚れかクラックかを判別可能であること等が確認できた。また、橋脚の腐食につ

いても、ドローンで撮影した右図の写真で外観からの確認ができた。 

 

   
 オルソ合成画像 第 2 径間上部腐食（ドローン撮影単写真） 

 

美郷町とルーチェサーチとの実証結果の検証会議の際には、ドローンを使った橋梁点検が従来の点検

の単純な代替と考えてコストだけで評価するのはいかがなものかとの意見もあった。安全性や作業時間

といった点も考慮した評価が必要なことや、過去の橋梁の状態等を振り返るためには、今後どういった

点検を行ってデータを蓄積することが望ましいかの視点を加えた検討も必要という意見があった。 

専門家からも、今回のようなドローンを使った写真撮影、測量、3D データ化等の業務は、橋梁点検

以外にも埋蔵文化財調査や水道管等の敷設状況を埋設前に計測・撮影するなど様々な活用場面が想定で

きる。ルーチェサーチがこれらの想定活用場面で十分対応できる技術的な開発を継続していることか

ら、発注する側も視野を広く持って、この技術を活用する業務を考えるのがよいとの意見があった。 

地元事業者の育成については、地元事業者に任せることでスムーズに進む業務、ルーチェサーチでの

対応が必要な業務等があり、技術的な段階を踏まえた育成が必要となる。美郷町とルーチェサーチで、

今後も継続してドローンの活用先、事業者育成について検討を進めていくこととなった。 

 

（5） ルーチェサーチでの知財戦略のポイント 

ルーチェサーチでは、すでにドローンに関する特許を取得しているが、今後は、ドローンに関連する

実装技術やビジネスの範囲の中で、自社の強みを十分に活かせるものを見極めながら、特許化を進めて

いきたいと考えている。 

弁理士からは、ドローン関連の技術は競争の激しい分野の 1 つであり、今後さらに実装する技術の開

発が進むと予想されるので、技術を秘匿するよりも、積極的に特許を取得して、競争力を確保していく

ことが望ましいとの助言を受けた。 

後発企業が参入しにくくなる特許を取得できればビジネス的にも効果が高いが、どの出願が効果的か

の判断は難しい。発明者の考える優先順位と、弁理士が専門的観点から考えた優先順位は異なる場合も

少なくないので、特許事務所とは、複数の出願候補のなかからどれを優先するべきか、相談できるよう

な関係を構築しておくことが望ましいとの助言も受けた。 
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4. 知財戦略と事業戦略の勘どころ 

4－1． 知財戦略の勘どころ 

 知財戦略のスタートは、開発した技術の特許性の見極めと、特許として保護することが望ましいかの

見極めになる。特許取得の目的を十分検討して、自社のビジネスに見合う成果が得られるか、以下を参

考にしながら検討するとよい。ビジネス関連発明は、特許取得によって見合った効果が得られるのか、

従来のモノに対する特許以上に検討が必要となる。 

 

   

   
  

  

   

   
 

  

    

   

取得が望ましいのは、

他社からの訴訟等で
事業に制限を受けた
くない場合

競争領域において、
他社との交渉力確保
に特許が有効な場合

取得の注意点は、

競争相手が少ないなら、
特許化は必須ではない

特許取得自体を目的に
してはいけない

１件で万全に保護でき
る特許はない

特徴は、

アーキテクチャ（基
本設計）を押さえた
基本特許は強い

プロセス全体を特許
化することで保護範
囲が広がることも

注意すべきなのは、

他社にかわされやす
いので、様々な対応
策の検討が必要

ユーザーに、どこが
どう優れているか、
アピールしにくい

専門家の頼れる点は、

発明の特許性を的確
に判断してもらえる

他社を効果的に抑え
るための優先事項を
判断してもらえる

こんな考え方は損、

特許事務所、弁理士
は、出願が決まって
から依頼するもの

事前相談は受けても
らえない

メリットは、

共同出願人から先進
的な情報を得ること
ができる場合がある

自社だけではできな
いシステム開発が可
能になる

注意すべきなのは、

共同出願人が各自で
権利行使できるため、
思わぬ落とし穴も

契約でそれぞれの実
施内容・範囲を取り
決めるとよい

特許取得の必要があるか ICT を使ったビジネス関連発明 

専門家は上手に活用 

共同出願はするべきか 

特許出願を決めた後、専門家である弁理士に出

願書類作成を依頼することが多い。しかし、専門

家が活躍する場は、そこだけではない。 

出願者では見落としがちな、専門家ならではの

観点から、冷静に判断された結果を踏まえた出願

をすることによって、特許が想定以上の効果を発

揮できる場合もある。 

弁理士等の専門家は依頼を受けてからしか活動

できないので、タイミングよく活用の判断ができ

るとよい。 

 

 

 

 

 短期間で質の高い成果を得られたり、自社だけ

では知り得ない情報を得られたり、共同開発を有

効に使えば、得られるものは多い。開発成果を使

った特許取得もそのひとつにあたるが、共同出願

の際には、一層の配慮が必要になるケースもあ

る。共同出願にあたっては、出願人をできるだけ

少なくし、それぞれが実施できる内容、範囲を契

約で確定しておくことで、後々想定外の落とし穴

にはまることを防げる。 
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4－2． 事業戦略の勘どころ 

新規事業を立ち上げるに当たって、ニーズを見つけることだけがスタートとは限らない。当事者には

当たり前に思えるものでも、それを知らない人からは価値あるものとなっている場合がある。自分が何

をできるかという発想でビジネスを組み立てて、それを価値があると認めてくれるであろう相手を見つ

けて、そこに向かって実現させていく手法も有効である。何ができるかを考える際には、従来からのビ

ジネスでの発想にとらわれずに、今までのネットワークを活用して様々な場面で協力者となりそうな人

たちに声をかけてみたり、今までとは別の使い道を考えたりすることが有効である。 

従来は自治体が行っていた事業分野でも、民間の事業手法を取り入れて進められているケースがあ

り、新しいビジネスにつながる場合がある。自社の事業領域から考えてみるときに、自治体がすでに課

題だとして検討している事象にどう対応するかだけでなく、まだ自治体では気づいていないだけで、自

分たちなら解決できる事象をみつけて提案するといった柔軟な発想が必要になる。 

 

   
   

 

    
   

   
   

•ニーズがないといわれているが、まだ誰にも気づ
かれていないだけかもしれない

•これまでのネットワークを活用して、提供しても
らえるものを、柔軟に組み合わせて取り組む

•今あるものを発想の転換で別の使い方を考える

•小さくつくって、臨機応変に切り替える

今あるものから、何ができるかを考え
てみる

•ターゲットにする住民像、利用者像にあわせた、
課題解決に役立つ手段を組み合わせる

•民間事業だからできるインセンティブを提供し
て利用拡大を図る

•自治体との連携で、ワンストップ窓口を構築、
業務はそれぞれで分担

従来は自治体が取り組む領域に民間
が参入

•従来のリプレースではなく、新しい付加価値を
提供できる内容で提案

ICTを使って効率化を図る

•今までにない体験で感性を揺さぶることを提案

ICTを使って新しい価値をつくる

課題が複雑すぎず成果がわかりやすい成功事例
をつくり、本命にアピール

新たな展開を先取りして開発、関心が高くなる
タイミングにあわせてリリースして、アピール

特許技術だけでなく、ビジネス全体での価値を
高めるデザイン思考の事例をつくり、アピール

ニーズを聞くだけでなく、需要を創造する

 

自治体の課題を民間の事業手法で解決 

ICT の積極的な活用を提案 

アピールできる成果をつくる 

 ICT の積極的な活用は大きな課題となっていること

から、様々な場面での新たな提案の余地がある。その

際には、従来手法との単純なコスト比較ではなく、

ICT だからできる価値を前面に提案することや、ICT

を使うことで、従来の発想になかった価値の創出を提

案することなどで、アピールすることが有効である。 

また、目に見える形で体験をしてもらうことで、理

解が進みやすくなることから、体験する機会を設ける

ことも有効な手段である。 

体験できないような場合には、すでにある成果を見

せることや、成果によって実現される将来像を見せる

ことも、有効な手段の 1 つである。 

技術的な有用性をアピールするだけでなく、よりわ

かりやすい例、親しみやすい例をタイミングよくアピ

ールできると、さらに有効である。 
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