知財コンサルが創る

長

企業の差別化と成

IPアライアンスメンバー
弁理士の奮闘記

弁理士業務は権利化のみにあらずー京葉ケミカル
（株）
との挑戦
事業継続性は事業規模にかかわらず、人・モノ・金が循環することによって生まれ
るものである。今回は、特許相談を通じて、新事業で「人・モノ・金」が循環でき
るよう「事業における流れの道筋」をクライアント企業と一緒につくっていった支
援例を紹介する。
本連載は知財権取得にこだわらず、
「企業の成長力の源泉＝差別化」と捉えて、企業
と一緒に挑戦を続けるIPアライアンスメンバー弁理士の、汗と涙の物語である。

かめやま特許商標事務所
代表 弁理士

亀山 夏樹

１

京葉ケミカル
（株）

（１）事業内容

（２）新規事業への取り組み

近々、特許出願が必要になりそうだ」

これまでのモノづくり現場では、洗

と認識していたが、過去に特許出願経

京 葉 ケ ミ カ ル 株 式 会 社 は 昭 和50

浄剤などとして揮発性有機化合物

験がなかったため、相談できる弁理士

（1975）年に創業した企業である（資

（VOC）である有機溶剤が使用されて

本金4500万円、従業員26人）
。平成11

きた。しかしながら、昨今の環境意識

（1999）年より、２代目社長である野

の高まりに伴ってVOC規制が厳しく

辺晃司氏が、①溶剤、塗料や溶剤洗浄

なり、京葉ケミカルの取引先でも有機

装置の販売、②洗浄装置、塗装ブース

溶剤の使用量や廃棄量が減少。その結

今回の新技術は、モバイル機器、医

のメンテナンス、
③産業廃棄物の回収・

果、本業の売り上げが少しずつではあ

療業界や精密機械等の現場で利用され

運搬

るが落ち込む傾向にあった。

ているプロフェッショナル用3Dプリ

の３事業を展開している。

――

を探していたのである。

２

新技術の内容

（１）技術分野

さらに、現在はいくつかの新しい事

一方、既存顧客に対して新たな独自

業を立ち上げているところである。今

の提案を行い、必要な商品・サービス

のサポート材の洗浄に関する技術であ

回は、その新規事業の一つ3Dプリン

の開発・設計をし、販売や提供まで手

る。

ターのワーク洗浄剤「EXTRIPPER®」

掛けている社員がいた。野辺社長は、

（図１）について紹介する。

京葉ケミカル株式会社

ンター関連の事業は行っていなかっ

ち上げる必要性を感じ、
開発部を設置。

た。しかし、3Dプリンターがモノづ

その社員（根本達広氏、近藤寛氏、栗

くり業界に浸透していった結果、その

山由佳氏）を開発部員とし、新規事業

洗浄問題が、モノづくり業界における

に必要な活動を進めている。

切削油や洗浄技術の駆け込み寺となっ

開発部において、新商材の新技術が
確立しそうな状況にあった時、知人か
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元々京葉ケミカルにおいて3Dプリ

本業に余力があるうちに新規事業を立

（３）同社と筆者の出会い

本社所在地：千葉県白井市名内324-19

ンター（以下、単に「3Dプリンター」
）

ていた根本氏らの耳に届くようになっ
てきた。
（２）従来技術

ら紹介されて付き合いが始まった。開

3Dプリンターによる造形方式の一

発部長の話によれば、
「今回の技術内

つに熱溶融積層法がある。
この方式は、

容は、オリジナル性が高そうであり、

①造形工程（ワークとなるモデル材と

知財コンサルが創る

企業の差別化と成

間以上かかる

ともに、モデル材を支持するサポート

長

構造や各レイヤーにどのような企業が

材を溶融し、積層する工程）
、②洗浄

課題③ ワ
 ークのうち微細構造（１㎜

工程（出来上がった造形物からサポー

以下の孔や溝等）に詰まった

ト材を取り除く工程）――の２つのス

サポート剤が洗浄できない

あるかについて情報を共有した。
（３）新たなビジネスモデルの提示
新技術の特徴を念頭に置きながら想
定しているビジネスモデルを伺ったと

テップが必要になる。従来の熱溶融積

３

層の洗浄工程では、サラダオイル（約

支援内容

こ ろ、 京 葉 ケ ミ カ ル で はBM－ １、

（１）新技術の把握

60 ～ 80℃）を用いてワークに付着し
たサポート材を落としていた。
しかし、

BM－２の２つを見込んでいた（図２

開発部との打ち合わせで、これまで

上）
。
次に、ビジネスモデルからいったん

単に熱したサラダオイルに漬けただけ

の背景および技術の詳細を伺いなが

ではサポート材が十分に落とせない。

ら、新技術に潜む要素技術を抽出し、

離れて、
「この商品は誰が使うのです

そこで、現場では金属ブラシを使って

要素技術に対応する効果のひもづけを

か？」
「この商品を使うことで誰がメ

サポート材をこすり落としていたので

通して、新技術の特徴を整理した。そ

リットを受けるのですか？」
「この商

ある。

の結果、
特徴は要素技術Ａ～Ｃであり、

品は誰が買うのですか？」といった質

それらが解決できるのは課題①～②で

問を投げ掛け、新技術の価値について

あること、課題③は未解決で開発途中

共有を図った。その結果、さらに２つ

であることがわかった（図２下）
。

の 新 し い ビ ジ ネ ス モ デ ルBM－ ３、

（３）当時の課題
このように、3Dプリンターの造形
プロセスでは、後工程である洗浄工程
において、さまざまな課題があること

（２）参入業界の調査

がわかった（図２上）
。
課題① ワ
 ークが熱やブラシのダメー
ジを受ける
課題② ワ
 ーク１個の洗浄時間が４時
図１

BM－４を見いだした（図２下）
。

次に、新技術に係る製品概要、仕入

このように、検討の死角を最小限に

れ先、社内製造する範囲、製造委託の

すべく、
検討はあせらず、
一つひとつ段

有無、販売・卸先等を伺った。こうし

階的に進めるほうが良い。いっそのこ

て、新技術を導入しようとする業界の

と「３歩進んで２歩下がる」くらいの

製品の情報

図２
相談前

洗浄剤「EXTRIPPER 」
商品のHP
®

新技術

要素技術の図
ビジネスモデル

課題①

BM-1

課題②

BM-2

課題③

相談後

洗浄工程
（従来）

植物油
1時間

洗浄工程 0.25時間
（今回）

中性洗剤
0.5時間

ブラシ
3時間

従来の洗浄工程に比べ、90％以上の時短を実現

新技術

ビジネスモデル

要素技術A

課題①

BM-1

要素技術B

課題②

BM-2

要素技術C

課題③

BM-3

要素技術D

優先度：高

BM-4
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心掛けがちょうど良いかもしれない。

あったが、次の行動として「課題③の

実験の場合、数値や文字では言い表

そうすれば、
検討漏れを極力抑えられ、

克服（開発）
」を行うのか「このまま

せない部分も多いため、筆者も開発現

新技術活用の選択肢が広がる。

営業に進む」のかが大きな検討事項で

場に立ち入って、
一緒に現象を観察し、

ある。

仮説検証のプロセスを進めた。その結

洗い出した４つのビジネスモデルに

そこで、開発部の協力を得て調査を

果、微細構造の洗浄だけでなく、
「ワー

のや、同社が取り組みたいBM－２、

進めたところ、想定ターゲットと課題

クに対する熱ダメージの低減」という

BM－３の２つに絞って以後の検討を

③「微細構造に詰まったサポート剤が

付随的な効果が得られる洗浄技術を確

進めた。

洗浄できない」とが整合しそうである

立した。
この新たな洗浄技術によって、

との感触を得た。これを受けて、
「微

要素技術Ｄ（図２下）が加わった。

対し、同社にとって実現可能そうなも

（４）市場調査
新技術の把握、新技術を導入したい

細構造の洗浄技術」が新たな開発テー

分野やそこの産業構造および想定ビジ

マとなった。

ネスモデルを念頭に置きながら、新技

（６）開発支援

（７）特許取得の優先度
その後、要素技術Ａ～Ｄに対し、以
下①～④の観点から特許出願に向けて

術を必要とするターゲットの抽出と市

「微細構造の洗浄技術」という課題

場規模の把握のために市場調査を行っ

を解決すべく、①これまでの実験デー

た。その結果、想定ターゲットは当面

タの整理、②実験現場に立ち会って、

① 想定ターゲット

α、中期的にはβ・γであるとの仮説

現時点の洗浄技術に係る課題の再確

② 実現できそうなビジネスモデル

を立てた（図３）
。

認、③洗浄プロセスの仮説提示、④洗

③ ビ
 ジネスモデルにおける競争優

（５）未解決の課題の取り扱い

浄プロセスの仮説に基づく解決策の立

この時点で新技術の優位性は、従来
技術の課題①、②を克服できる点に
図３

案、⑤解決策の検証――の５つの作業

の優先順位を付け、優先度の高いもの
について先行技術調査を行った。

位性
④ 競
 争優位性に対する貢献度

を繰り返した。

未解決課題の取り扱い

高価格

αβ

γ

低価格

属性１

属性２

課題③

属性３
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＝課題③の克服の優先度

開発部のメンバー（右から根本氏、栗山氏、近藤氏）と筆者

知財コンサルが創る

企業の差別化と成

（８）事業化を見据えた特許出願

長

めたくなるが、実際の事業活動では、

こと」を弁理士に相談する際、
「自社

３つが並行して行われる。このため、

のアイデアの技術レベルや参入する市

生産の効率化、コスト削減や安定した

開発が一段落し、特許出願書類の作成

場規模が大きなものではないため、相

調達等について留意する必要がある。

段階になってから、追加実験の必要性

手にされないのでは？」
「“特許と関係

そこで、この段階において事業化を見

に気づく場合も珍しくない。このよう

なさそうなこと”を弁理士に相談した

据え、現実的かつ効率的な生産方法や

に「開発」には不確実性がつきものな

ら変に思われるのではないか？」と

材料を見直した。また、材料の二社購

ので、それを踏まえ、
「特許出願」や

いった心理的障壁が生まれるようであ

買にあたっては、いずれのサプライ

「営業」のスケジュールも柔軟に対応

る。中小企業と弁理士の間にこのよう

近い将来、事業を進めるにあたり、

ヤーから購入しても特許権の保護範囲
内となるよう、仕様を確認した。

できることが望ましい。
また、
「営業」には相手がいる以上、

な「見えない壁」ができないよう、普
段から雑談を含め気軽にコミュニケー
ションをとることが良いと考えている。

こうしたプロセスは一見すると地味

スケジュールの変更は難しいものであ

であるが、軽んじてはならない。ここ

る。そこで、営業のメンツが保てるよ

を飛ばして特許出願を済ませてしまう

う、開示する情報の範囲を通常よりも

と、せっかく取得した特許権の内容が

狭くしてもらう、開示方法を「現物」

は、弁理士に対し「業務範囲は出願に

「開発室レベルの技術を保護できても、

から「イメージ図」に変更してもらう

関するところまで！」というイメージ

ビジネスで使用する技術を保護するに

といった依頼をすることもある。本件

があったようである。中小企業はリ

は不十分」になってしまうリスクが残

においては、
社内人材で「イメージ図」

ソースがそろっていないので、
「やり

るためである。

の抽象化が困難だった際に、筆者が見

たいこと」があっても「やりきれない

本を作成するケースもあった。

ところ」が多いし、
「知らないこと」

（９）特許出願のタイミング

でも早くお客さまへ届けたい！」
これが発明者の偽りのない気持ちで

京葉ケミカルの開発部員のなかに

や「気づいていないこと」も決して少

「お客さまの困りごとを解決できる
新技術が出来上がったのだから、一日

（２）withの姿勢

４

中 小企業にとっての弁理

なくない。筆者はこれらに気づいてか

士の価値

ら「特許出願と直接関係ないテーマで

（１）
「ささいなこと」にも向き合う

あっても、その事業に関するものであ
れば一緒に進めよう」といった姿勢の

ある。しかしながら、何のプロテクト

中小企業における技術開発の成果

もせずに営業してしまっては、ライバ

は、大企業のようにハイテクでないこ

ほうがクライアントも喜ぶだろうし、

ル社に横取りされてしまう。そこで、

とも多い。また、その市場規模も新聞

弁理士が貢献できる場面もまた増える

新技術（新商品）の営業スケジュール

に掲載されるような大きなものばかり

と信じて、活動している。

は、開発スケジュールと特許出願スケ

ではない。参入する市場規模が小さく

このように考えると、弁理士が企業

ジュールを考慮して、通常よりも余裕

ても、その企業の事業規模に適したも

の営業部門や開発部門と同様に、同じ

を持ったものにするよう協力していた

のであれば、そこで独自性を維持でき

目標に向かって一緒に進むメンバーの

だいた。

るような取り組みこそが重要になるで

一人となるよう、
「withの姿勢」が必

あろう。

要なのだと思う。

教科書的には「開発」
「特許出願」
「営
業」のように、順を追って直列的に進

また、中小企業が「自身のやりたい
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