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元気あふれる地域・中小企業の     
知的財産活動
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津野　孝

　　自動運転自動車や人工知能などの急速なイノベーションに象徴される「第４

次産業革命」が、人、もの、金、情報の動きを多様化・加速化させ、様々な社会

状況を創り出す中、近年、グローバルに展開してきた企業活動の主体も客体も急

激に変化してきています。

　このような社会状況のもと、企業の知的財産活動についても、知的財産の創出

と活用の観点から、今後、益々、重要性を増してくることが予想されます。

　日本特許庁で開催された産業構造審議会第９回知的財産分科会の配布資料によ

れば、我が国の中小企業は、381 万社と全企業数の 99.7％を占め、特許を保有す

る中小企業の売上高利益率は、平均 3.5％と、特許を保有しない中小企業の平均

1.8％、大企業の平均 2.6％と比較しても高い水準となっています。また、従業員

一人当たりの営業利益についても、特許を保有する中小企業は平均 96 万円と、

特許を保有しない中小企業の平均 29 万円と比較して高い水準となっています

（p96 ご参照）。

　このように知的財産の活用は、地域・中小企業にとって、企業経営への寄与が

大きく、内外需要の開拓にも極めて有効であると確信することができます。

　そうしてみると、例えば、我が国の地域・中小企業への更なる活性化策として、

今こそ、日本特許庁の特許特別会計において毎年繰り越される余剰金（2017 年

度は 1627 億円）も含めて有効活用していくことも重要であると考えます。

　私ども東和なぎさ国際特許事務所グループも、元気あふれる地域・中小企業の

皆様方からのご依頼に万全にお応えするため、経営コンサルタント、弁護士、司

法書士、税理士、行政書士などの異業種の諸先生方とも連携する機会が多くなっ

ています。皆様方のご要望をしっかりとお聞きし、少しでもお役に立てるよう、

全力で取り組んで参ります。
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　 “The 4th Industrial Revolution”, represented by rapid innovations such as 
autonomous cars and AIs, is diversifying and accelerating the movement of people, 
things, money and information with various effects in society, changing objects and 
subjects of global business in recent years.
　Under this circumstance, IP business is expected to become increasingly important in 
future to create and utilize IP.
　According to 9th IP subcommittee held by the JPO, Japanese SMEs amount to 3.81 
million, 99.7% of all firms, and SMEs with patents achieve 3.5% on average for the profit 
margin on sales, which is higher than SMEs with no patent (1.8% on average) and big 
companies (2.6% on average). Meanwhile, operating profit per employee of SMEs with 
patents is 960 thousand yen on average, which is also higher than that of SMEs with no 
patent, 290 thousand yen on average(see page 99).
　Here we can confirm that IP greatly contributes to SME business in provincial areas to 
develop market home and abroad.
　We also believe it is important to effectively use surplus of the JPO called special 
account for patent, which amounts to 162.7 billion yen in 2017, to revitalize SMEs in 
provincial areas in Japan.
　We, Towa Nagisa International Patent Firm group, have now more chances to cooperate 
with other expertise such as management consultants, lawyers, judicial scriveners, tax 
accountants, administrative scriveners etc., strengthening our capacity to provide best 
service to brisk SMEs in provincial areas. We shall make more effort to attend to the 
request from our clients, helping them much more.

　


