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知的財産マネジメント

知的財産マネジメント
回答があった範囲内において、キヤノングループの部
品・材料購入が武装勢力の資金源となっていることを
明示するものはありませんでした。しかし、複雑なサプ

紛 争 鉱 物に対するキヤノングル ープの
基本姿勢（抜粋）

ライチェーンを遡る調査においては、原産国や製錬所の

キヤノングループでは、お客様が安心して製品をお使

特定が難しい 、不明回答が多いなどのさまざまな課題

いいただけるよう、お取引先や業界団体と協力のうえ、

知的財産についての考え方

グループ全体の知的財産管理体制

キヤノンは、創業当時から積極的な研究開発活動を続

キヤノンは 、一貫した知的財産戦略のもとに事業活動

け、独自技術を搭載した製品によって新市場や新顧客を

を展開するため、キヤノン
（株）
の知的財産法務本部を中

開拓する研究開発型企業として発展してきました。

心とした知的財産管理体制を構築し、
「知的財産権ポー

こうした背景から、キヤノンには「研究開発活動の成

トフォリオ」の全体最適化という視点から、グループ全

が生じており、調査の改善に努めています。

製品に使用される鉱物の来歴の確認と紛争鉱物の不使

果は製品と知的財産である」
という考えが根付いていま

※ RMI：Responsible Minerals Initiative（責任ある鉱物イニシアティブ）
の略。

用に向けた取り組みを進めてまいります。

す。そして、知的財産活動の目的を事業展開の支援と明

例えば、保有特許を他社（第三者）
とライセンス契約す

確に位置づけ、次世代に必要な基幹技術に関する基本

る場合は 、知的財産法務本部が全体調整をした上で承

特許から社会インフラに必要な共通技術に係る必須特

認し、グループとして適正な知的財産権ポートフォリオ

許まで 、さまざまな研究開発成果を知的財産として権

を保つようにしています。ポートフォリオは定期的に見

利化・活用し、社会に役立つ技術の具現化に貢献してい

直し、必要な権利だけを維持するよう管理しています。

キヤノングループ各社のお取引先につきましては、紛

業界団体との連携
キヤノンは 、2015 年 4 月より、紛争鉱物問題解決に注
力する国際的なプログラムである RMI に加入し、その活
動を支援しています。
また 、日本国内では 、一般社団法人電子情報技術産
の「責任ある鉱物調達検討会」のメンバー
業協会（ JEITA ）

争鉱物に関する国際的な状況をよくご理解いただき、紛
争鉱物不使用にご賛同いただくとともに、キヤノングル
ープ各社が実施する調査や監査にご協力いただくなど、
グローバルサプライチェーンの一員として、
キヤノングル
ープとともに責任ある鉱物調達に取り組むことをお願い
致します。

として、電機エレクトロニクス業界のサプライチェーン

参考：紛争鉱物に対するキヤノングループの基本姿勢

にある取引先への 調 査 説 明 会 の 実 施や 、製 錬 業 者に

https://global.canon/ja/csr/conﬂict/policy.html

RMI が実施する監査を受審するよう働きかけるレター
送付などの活動を行っています。また 、JEITAと主要日

英国現代奴隷法への対応

ます。
■知的財産活動の基本方針
●

ある
●

研究開発活動の成果は製品と知的財産である

●

他社の知的財産権を尊重し、適切に対応する

リー・ソーシング・ワーキンググループ
（ CFSWG ）にも

2015）が制定され、英国で事業活動を行う一定規模の企

参加しています。

業は 、自社およびそのサプライチェーンにおいて強制労

キヤノンは 、製品の模倣や知的財産権の侵害に対して

働、人身取引、児童労働のリスクを確認し、年次のステー

は 、厳格な対応を徹底しています。同時に、他社の知的

独立監査報告書

トメントを公表することが義務づけられました。キヤノ

財産権を尊重しており、自社製品が第三者の知的財産

キヤノンは 、キヤノングループの紛争鉱物への取り組

ンでは毎年、生産拠点および調達先に対し人権リスクを

権を侵害することのないよう、明確なルールを定めて

みが一定の国際的な基準に合致していることを確認す

確認しており、この結果に基づき、法の適用対象となる

います。

るため 、独立した専門家による監査を受け、合理的保証

欧州のグループ会社がステートメントを公表しています。

具体的には 、第三者の特許を許諾を得ずに使用する

を受けています。SEC に提出する紛争鉱物報告書には

また 、キヤノンメディカルシステムズおよびアクシス・

ことを防ぐため、第三者の特許を徹底的に調査していま

コミュニケーションズも同法に基づきそれぞれステー

す。この調査は 、研究開発の開始時をはじめ 、さまざま

トメントを公表しています。

な段階において、その技術に関わる研究開発部門と知

https://canon.ssl.cdn.sdlmedia.com/636359670045186850CE.pdf
参考：キヤノンメディカルシステムズのステートメント

https://global.medical.canon/about/corporate/Slavery_and_Human_
Trafﬁcking_Statement
参考：アクシス・コミュニケーションズのステートメント
（英文）

https://www.axis.com/files/sales/Axis_Moder n_Slavery_Act_
Transparency_Statement_2017.pdf

かの事業本部などとの連携も図っています。

知 的 財 産 活 動は事 業 展 開を支 援する重 要な活 動で

2015 年 に英 国で 現 代 奴 隷 法（ Modern Slavery Act

参考：Canon Europa NV 、Canon Europe Ltd 、Canon（ UK ）Ltd.のステー
トメント
（英文）

また 、キヤノン
（株）知的財産法務本部長は 、常務執行
役員として、知財の活用を経営の観点からも判断し、ほ

系自動 車メーカーとの協 議 体であるコンフリクト・フ

専門家の独立監査報告書を添付しています。

体の知的財産権を管理しています。

知的財産管理体制
キヤノン（株）
知的財産法務本部

キヤノン技術情報
サービス

知的財産権の尊重

的財産担当部門の協力のもとで行われています。
ルールの徹底は 、クロスライセンスや共同研究など、

米州

欧州

アジア

キヤノンUSA
知的財産部門

キヤノンヨーロッパ
知的財産部門

キヤノン中国
知的財産部門

各研究開発
グループ会社

各研究開発
グループ会社

各研究開発
グループ会社

日本

各研究開発
グループ会社
知的財産部門

グループ会社を強化するマネジメント
キヤノンでは 、キヤノン
（株）の知的財産法務本部と各
グループ会社の知的財産部門との間で 、知的財産の取

他社および外部の研究機関との適切でスムーズな提携

り扱いに関する役割と責任、活動方針の策定プロセスな

を実現し、自社保有の特許だけでは成し得ない 、大きな

どを取り決めたマネジメントルールを策定しています。

成果を創出することにもつながっています。

また 、国内外グループ会社の知的財産活動強化のた
めに、知的財産法務本部の担当者がグループ会社に出
向・訪問して、活動のレベルアップ、人材育成などに取
り組んでいます。
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ブランドマネジメント

ブランドマネジメント
社内の知的財産教育

現在は 、キヤノン
（株）の知的財産法務本部長が知的

キヤノンブランドに対する意識啓発

キヤノン
（株）
では 、知的財産の重要性を理解し、キヤ

財産戦略本部の検証・評価・企画委員会や経済産業省

キヤノンの全従業員は、
「キヤノンブランド」はお客さま

ノンの知財ポリシー を守ってもらうために、新入社員入

の産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委

に対するキヤノンの約束の証であるという認識のもと、企

解し、ルールに則って行動できるよう、各地域、各社で、

社時研修、開発向け知財研修、新任課長研修、新任部長

員 会 の 委 員、日 本 国 際 知 的 財 産 保 護 協 会（ AIPPI・

業として社会の信頼・信用に応えることはもとより、お客

従業員へのブランド教育を行い、
「従業員一人ひとりがブ

研修などさまざまなステージで 、知的財産研修を行っ

JAPAN ）の会長を務め、日本の知的財産政策への働きか

さまに満足感や使う喜びを提供する
「品質の良い」
「 便利

ランド」
であるという自覚を促しています。例えばキヤノン

ています。

けを積極的に進めています。

な」製品をはじめ、お客さまのニーズに最適なソリューショ

（株）
では、階層別研修などのカリキュラムにブランド教育

グロー バルに展開する特許の出願状況
キヤノンでは、グローバル規模での特許出願を重視し、

2017 年末時点での特許・実用新案の保有件数は 、世界

また 、同本部長が米国、中国、韓国、欧州の特許庁長

海外出願に際しては、地域ごとに事業戦略や技術・製

ンやサービスを提供する使命があります。

と積極的な意見交
官や 、世界知的所有権機関（ WIPO ）

そこで重要になるのが、グループ内でのキヤノンロゴ

換を行うなど、国際的な知的財産政策への働きかけも

の不適切な扱いや第三者による不正な使用などによって、

進めています。

全体で約 9 万件となっています。

他企業と連携した特許訴訟リスクの抑制

キヤノンでは、全従業員がキヤノンブランドを正しく理

を盛り込むとともに、イントラネットを活用した意識啓発
にも努めています。
また近年では、M&A によって新たにグループ入りする

お客さまや社会に不利益をもたらすことがないよう、ブ

企業が増えていることもあり、グループ全体で文化や目

ランドマネジメントを適切に行うことです。

的意識を共有することが重要となっています。そこで、キ

キヤノンでは、ブランド価値向上のためのルール制定

ヤノンブランドに対する共通の認識のもと、グループの活

品動向を踏まえて出願戦略を綿密に立て、必要な国や

近年では 、特許件数の激増を背景に、事業を行ってい

や問題解決を担う審議機関として
「ブランドマネジメント

力を高めていくため、インターナルブランディング
（組織

地域を見極めた上で出願しています。中でも、ハイテク

ない者が事業会社に対して多額の和解金を目当てに行う

委員会」
を設置。その事務局としてブランドに関わる各部

内部へのブランディング活動）に注力しています。2017

企業が多く、市場規模も大きい米国での出願に注力し、

特許訴訟が激増しており、事業会社はその対応に悩まさ

門の責任者からなる
「ブランドマネジメント室」
を組織し、

年は、ブランドマネジメント委員会運営についてより迅速

米国の特許登録件数ランキングは 32 年連続で 5 位以内

れています。こうした 訴 訟 者 は PAE（ Patent Assertion

諸問題に迅速に対応できる体制をとっています。

かつスムーズな運営を実現するべく、ワークフローを見

を記録しています。2017 年は、同ランキング 3 位に位置

Entity ）と呼ばれ 、年間数千件にわたる米国での特許訴

し、日本企業においては 、13 年連続でトップの地位を

訟のうち過半数はこの PAE によるものです。

保っています。

こうした PAE による訴訟の抑制を目的として、キヤノ
ンは2014 年、Googleをはじめとする他企業と連携して、

2017 年米国特許登録件数上位 5 社
順位

権利者

「 License on Transfer Network（ LOT ネットワーク）」を
件数

設立しました。

ブランドマネジメント委員会では、商号、商品名称に関

直し、また、関係書類を簡潔なものに改善しました。

するブランド観点での妥当性や商標キヤノン使用の是非

今後は、各事業部のプロダクトブランド担当者への啓

などについて議論した上で、関係者に対して適切な助言・

蒙活動や、海外赴任者全員に対する研修（2017 年実績 7

支援を行っています。

回・のべ 217 人）を活用した啓蒙活動にも力を入れ、グ

ブランドマネジメントルール
キヤノンでは、従業員自らがルールに則ってブランドを

ループ全体としてのブランドマネジメント力をさらに向上
させます。

1

IBM

9,043

LOT ネットワーク加盟企業の保有する特許が PAE の

2

SAMSUNG ELECTRONICS

5,837

手に渡った場合、他の加盟企業に特許使用権が無償で

正しく使い、お客さまや社会の信頼にお応えすることで

3

キヤノン

3,285

与えられることとなっています。これによりPAE による

ブランドの価値向上を図るため、
「ブランドマネジメント基

模倣品はブランドを傷つけるものであり、キヤノンブラ

4

Intel

3,023

訴訟リスクの低減をめざしています。

本ルール」
をはじめとするブランドマネジメントルールを

ンドを信頼し購入したお客さまに対して、故障や品質不

5

LG Electronics

2,701

策定しています。社会環境の変化や社内外からのブラン

良などに起因する経済的損失をもたらし、さらには身体、

ドに関する声なども踏まえて、2016 年から2017 年にか

生命に危険を及ぼす可能性もあるため、決して見逃すこ

けてルールの抜本的な見直しを行いました。ルールの体

とはできません。

※ 米国の特許専門調査会社 IFI CLAIMS パテントサービスの速報値（2018 年 1 月）
に
よる。

加盟企業は 、2018 年 4 月時点で 218 社、対象となる
特許資産は 100 万件以上に上っています。

LOT ネットワークの取り組み

政府や他企業との連携
知的財産政策への協力の推進
近年、知的財産を活用した国際競争力強化の観点か

LOT
PAE

企業Ａ

特許移転

ら、日本の国益にあった総合的な知的財産戦略の立案

特許ａ

が求められています。キヤノンでは 、これまで政府の知
的財産戦略本部の各種委員を務めてきたほか 、一般社
団法人日本経済団体連合会の知的財産委員会、一般社
、一般社団法人日本国
団法人日本知的財産協会（ JIPA ）
のメンバーとして、
際知的財産保護協会（ AIPPI・JAPAN ）
特許庁などに対して各種提言を行ってきました。
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特許ａ

特許aに関し、
企業B、C、D、
…に
ライセンスが成立

権利行使

企業Ｂ

模倣品への対策

系をより分かりやすくするため、ブランド関連ルールのう

キヤノンでは、模倣品工場や販売店などの摘発に努め

ち商号、商標、ドメイン名、ならびにキヤノンロゴの取り扱

るとともに、各国の税関へ輸入差し止めを積極的に働き

いについては一つのガイドラインに統合し、今までルー

かけています。また、税関職員向けの真 贋判定セミナー

ルに記載のなかった
「 Canon 」の対外的使用およびコー

や税関主催の模倣品対策研修に、キヤノンの従業員が講

しんがん

ポレートアイデンティティーについて新たに規定しました。

師として参加するなど、世界的な規模で税関との連携を

また、グループ全体へのルール浸透のため、通達やイン

図っています。さらに、インターネットにおける取引量が

トラネットなどでの周知、現場の活動に責任を持つ地域

増加していることを踏まえ、インターネット上で模倣品

統括販売会社ブランド担当部門への個別説明などを行い

を流通させない仕組みづくりにも注力しています。

ました。
企業C
企業D…
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