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1 基本方針
　豊田自動織機は、創業者・豊田佐吉の自動織機の
発明により始まり、以来、特許などの知的財産は創
業時より事業活動の中で重視され、活用すること
で事業の発展に貢献してきた。この考えは、現在の
知的財産活動の基本方針でも引き継がれており、
知的財産の創造・保護・活用（知的創造サイクル）に
より事業の自由度と優位性を確保することをミッ
ションとして、「事業戦略」、「技術開発戦略」に基づ
いた三位一体の知財活動を基本方針としている。
技術開発やイノベーションを十分にサポートす
る知的財産活動ができるように、事業部の方針や
技術開発戦略に応じた知財戦略を立案し、これに
沿った知的創造サイクルを展開している。また、知
的財産活動をより積極的に推進するために、社内
のインフラ整備や人材育成などにも注力している

（図1）。

2 主な取り組み
1）重要開発テーマにおける知財戦略の推進
　製品のコア技術や新事業開発など事業・開発戦
略上、特に重要な技術開発テーマについては、個別
に活動計画を定めて活動している。具体的には、事
業計画や開発のロードマップに照らして、発明届
出件数、ポートフォリオ構築、発掘活動、競合他社
や技術分野全体の特許調査・分析などを、いつまで
にどのようにするといった計画を定めた戦略シー
トをテーマごとに作成し、それぞれの項目の進捗
や目標を管理している。定常的には、製品開発の進
捗を開発者と知財担当者とで共有し、コア技術だ
けでなく周辺技術における発明も漏れなく発掘

図1 知財部のミッション
Fig.1 Mission of the intellectual department
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創出して出願し、他社の参入を阻止する特許網の
ポートフォリオを構築するとともに、他社特許調
査を行い、関連する他社情報を共有して事業の障
害となる知財リスクを洗い出し、他社特許の回避
や、無効化を検討している。
　発明の発掘創出活動においては、パテントマッ
プ等の種々のツールを用いて多面的な視点で検討
している。例えば、課題-解決手段（構成）マップ（図
2）などで現在の知財状況の分析を行い、技術開発
の傾向を客観的に把握し、出願の多い領域や少な
い領域を確認して、重点的に取り組むべきポイン
トを見定めて発掘創出を行う。
　また、開発部署における開発のマイルストーン
ごとに特許ポートフォリオ形成の進捗や知財リス
クについて、開発部署と確認を行い、開発ステージ
ごとの審査会でチェックすることで、技術開発の
成果を確実に保護するとともに、必要に応じて技
術開発戦略を早期に軌道修正して事業リスクを最
小化する。
　このように、技術開発部門に入り込んだ知財活動
を行うことで、効果的に知財戦略を推進している。

2）知的財産権の活用
　保有する知的財産権は経営資源として捉え、積
極的に活用している。他社製品のチェックや展示
会や市場での模倣・侵害発見の活動を国内外で継
続的に行っており、権利侵害に対しては毅然とし
た対応で臨むことで、模倣を阻止し、自社の事業活
動を保護している。

図2 課題−解決手段（構成）マップ
Fig.2 Problem/Solution map
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豊田自動織機の知財活動
Intellectual Property Activities of Toyota Industries
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　このインジェクションヤーン装置では、ミドル
ローラを停止させると原料②も止まってしまうた
め、ベース糸の配合を0とすることができない。ま
た、原料①、②は同じエプロンでドラフトされるた
めに配合比率が変更できず、意匠性やデザインの
自由度が低かった。さらに、原料②の切断位置がば
らつくことにより、切り替え部で色が混ざって境
界がぼやけてしまったり、被覆された原料②の表
面にベース糸が表れてしまうこともあった。

2）発明を実施するための形態
　本発明（図2）では、ミドルローラに巻き掛けら
れたエプロン対①に原料①が供給されるととも
に、エプロン対①の隣でバックローラに巻き掛け
られたエプロン対②に原料②が供給される。エプ
ロン対①、②はそれぞれミドルローラ、バックロー
ラにより独立して駆動されるので、原料①、②の完
全切り替えや配合率の変更を容易に行うことがで
きる。

　また、バックローラとは異なる速度で回転する
ミドルローラ対にエプロン対②が把持されないよ
うにするため、ミドルトップローラに段差を付け
るとともに、エプロン対②の厚さをエプロン対①
よりも薄くした（図3）。

図2 モザイクヤーン装置
Fig.2 Mosaic yarn apparatus
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図3 ミドルローラ部の構成
Fig.3 Constitution of middle roller portion
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3 まとめ
　今回受賞した特許発明「紡機におけるドラフト
装置」は、糸の意匠性において新たな可能性をもた
らしたことで、これまでにないファッション分野
の展開などにより、新たな消費者のニーズ開拓や
満足度向上が期待される。
　また、意匠性のみでなく、使用する繊維の選定に
よって、例えば吸湿性、通気性などの機能性の向上
にも貢献できる。
　知的財産部では、発明の益々の促進を図り、当社
の技術者が多くの技術的課題に取り組んだ結果を
漏れなく特許出願して権利化することにより、強
固な特許網を構築するとともに、このような名誉
ある賞を受賞することができるよう、今後も開発
部署と一丸となって努めていきたい。

■ 著 者 紹 介 ■

山本 達也
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3 今後の取り組み
　上述のように、知財活動はこれまで権利の創造・
保護・活用を通じて事業へ貢献することが主な取
り組みであったが、さらに近年は、蓄積された知財
情報に対して分析ツールを活用することで、所謂

「IPランドスケープ」と言われるような技術動向の
分析や他社のベンチマークなどの新たな活動が可
能になってきた。このような能力を活用すること
で、事業や技術開発戦略にさらに貢献する取り組
みを進めていきたい。
　また海外での事業活動が増加する中、知財とし
ても拠点毎の対応ではなく、グローバル視点での
管理が重要になりつつある。今後は、これらの海外
拠点との連携を進め、シナジーをより高める活動
を進める予定である。

■ 著 者 紹 介 ■

伊東 正樹

豊田自動織機の知財活動
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3）分析ツールの導入による基盤強化
　最新の知財の価値評価・分析ツールを導入し、他
社特許との相対的な価値評価・分析を行う環境を
整備している。これまでは特許の質や重要性を評
価者が独自の視点で評価し、特許マップの作製や、
自社保有特許の維持・放棄の判断に反映させて特
許ポートフォリオの最適化を図ってきたが、分析
ツールの導入によって競合他社や技術分野全体の
特許をマクロ的に分析し、特許の質や強みを客観
的かつ効率的に行えるようになった（図3）。これ
により自社の技術ポジション（強み・弱み）や競争
力・注目度の高い特許、技術動向といった内容が知
財情報から把握できるようになり、事業戦略や技
術開発戦略への活用が期待できる。

4）人材育成
　新入社員教育の一環として、技術系の全社員に
知的財産の基本知識や重要性に関する集合教育を
実施するとともに、必要に応じて事業部ごとに調
査方法や発明の捉え方など個別教育を実施してい
る。また、立場や経験に応じて個別の学習が可能な
ようにeラーニングを整備しており、技術系社員
は必要に応じて知財知識やスキルを習得するよう
にしている。
　知財担当者に対しては、社内外の研修やOJT、
海外駐在経験、業務のローテーションを通じて知
財専門力の向上を図り、高度なプロ人材の育成を
図っている。

5）グローバル化への取り組み
　事業のグローバル化に合わせ、国外での知財活
動も強化している。欧州と米国に駐在員を置き、外
国弁護士・弁理士との連携強化を図り、海外知財権
の確実な取得や、渉外・係争の適切な支援を行って
いる。また関連会社における知財活動の指導・支援
や社内規定の整備、技術者への知財教育などを行

図3 特許ポートフォリオの質評価の一例
Fig.3 Example of patent portfolio valuation
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い、知財活動の底上げと適正化を図っている。

6）発明褒賞制度
　2018年4月に大幅な褒賞制度改定を行い、出願
時の褒賞を手厚くすることで早期褒賞による若手
技術者の発明意欲向上を図った。実績褒賞制度に
ついては、売上重視の評価から発明の優秀性を広
く評価する制度に改めることで、事業間の褒賞の
偏りを減らし、会社全体のモチベーション向上を
図るようにした。また、特に優秀な発明について
は、発明協会など社外表彰への応募に対して知財
部門が積極的に支援したり、副社長より社内表彰
を授与したりすることで、技術者の知財マインド
の醸成を図っている。
　このように、より多くの優秀な発明に対して広
く褒賞し、発明活動を活性化させる制度とするこ
とで、技術者の開発インセンティブをより高める
ことを目指している（写真1）（写真2）。

写真1 社内表彰
Photo1 Ceremony of Company’s inventor award

写真2 全国発明表彰
Photo2 Ceremony of National commendation for invention
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