経営戦略

遵守ルールの制定・運用を進めました。
※ GDPR：General Data Protection Regulation
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第 三 者 意 見・保 証

適正な納税の履行

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

世界中で事業を展開するキヤノンにとって、事業活動

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

を行う国・地域において納税義務を適正に履行するこ

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

とは 、企業が果たすべき最も基本的かつ重要な社会的

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

災害時のための事業継続計画

責任の一つです。こうした認識のもと、税務処理にあたっ

こうした背景から、キヤノンには「研究開発活動の成

インフラ被災リスクへの対応

ては 、以下の原則を遵守し、2018 年も大きな影響を与

果は製品と知的財産である」
という考えが根付いていま

キヤノンは 、万が一の災害に対しても事業を継続でき

える罰金などの制裁措置は受けていません。

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

る体制を整備することを、企業としての重大な社会的責

1. 税務関係法令に従い、適正に納税する。

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

任の一つだと考えています。こうした認識のもと、事業

2. 税務に関係ある会計処理およびその関連措置につい

特許から IoT 社会に必要不可欠な技術に関わる標準必

認し、グループとして適正な知的財産権ポートフォリオ

継続計画（ BCP ）※1 や「キヤノングループ防災行動指針」

ては 、常に遺漏のないようにし、適法な税務管理を

須特許まで 、さまざまな研究開発成果を知的財産とし

を保つようにしています。ポートフォリオは定期的に見

の策定をはじめ 、旧耐震基準の建築物の改修や地域と

行う。

て権利化・活用し、社会に役立つ技術の具現化に貢献し

直し、必要な権利だけを維持するよう管理しています。

■

の防災協定締結、情報収集・報告体制の整備など、災
害時の事業継続対策を推進しています。
特に、下丸子本社では 、キヤノングループの世界本社
という重要性を考慮し、全館建て替え 、危機管理対策室
の整備、自家発電設備・燃料・装備品・備蓄品などの整
備を進めたほか、通信設備の多重化も実施してきました。
情報システムのバックアップとしてディザスターリカバ
リーセンター

※2

3. 税務に関するガバナンス体制を整備し、税務コンプラ

国内グループ会社の全拠点においても、建物の改修
や非常時通信設備の整備、非常時対応体制の整備を進
め 、従業員に対しては実践的な防災訓練などを通じて
災害時対応に関する意識啓発を図っています。また、各

ています。

イアンス意識の向上に努める。

重し、各国の税務関係法令に準拠する。

税引前当期純利益に
対応する税額
（億円）
税引前当期純利益に
対する実効税率
（%）

知的財産活動の基本方針
• 知的財産活動は事業展開を支援する重要な活動
である

• 研究開発活動の成果は製品と知的財産である

法人税等
2014

2015

2016

1,180 1,161

827

2017 2018
980

• 他社の知的財産権を尊重し、適切に対応する

33.4

体の知的財産権を管理しています。

また 、キヤノン
（株）知的財産法務本部長は 、常務執行

33.8

27.7

26.5

ほかの事業本部などとの連携も図っています。

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
り扱いに関する役割と責任、活動方針の策定プロセスな
どを取り決めたマネジメントルールを策定しています。

962

また 、国内外グループ会社の知的財産活動強化のた

知的財産権の尊重
30.8

トフォリオ」の全体最適化という視点から、グループ全

役員として、知的財産の活用を経営の観点からも判断し、

（経済協力
4. 国際税務に関する国際社会共通のルール
開発機構 / 国際連合が定めるガイドラインなど）を尊

を設置することで 、災害時も基幹システ

ムが安全に作動できる体制を整備しています。

キヤノンは 、製品の模倣や知的財産権の侵害に対して
は 、厳格な対応を徹底しています。同時に、他社の知的

拠点のさまざまな場所に設置したキヤノンの監視カメラ

財産権を尊重しており、自社製品が第三者の知的財産

のデ ータを利用し、災害時には本社から各拠点の被災

権を侵害することのないよう、明確なルールを定めて

状況を迅速に把握できる体制を整えています。さらに、

います。

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。

社内の知的財産教育
キヤノン
（株）
では 、知的財産の重要性を理解し、キヤ
ノンの知的財産ポリシー を守ってもらうために、新入社

自然災害や火災から早期に人命の安全を確保するとと

具体的には 、第三者の特許を許諾を得ずに使用する

もに、二次災害を防止し会社資産を保護することを目的

ことを防ぐため、第三者の特許を徹底的に調査していま

員入社時研修、開発向け知的財産研修、新任課長研修、

とした担当者マニュアルを整備。各グループ会社でも、

す。この調査は 、研究開発の開始時をはじめ 、さまざま

新任部長研修などさまざまなステージで 、知的財産研

立地する地域の災害リスクに応じて、スムーズな復旧を

な段階において、その技術に関わる研究開発部門と知

修を行っています。

めざす地域版マニュアルを策定しています。このマニュ

的財産担当部門の協力のもとで行われています。

アルに基づき、2018 年は 、39 拠点にて有事対応シミュ
レーション訓練を実施しました。
※ 1 事業継続計画（ BCP ）
：Business Continuity Plan の略。災害や事故などの際に
も最低限の事業を継続し、短期間で復旧できるよう策定された行動計画。
※ 2 ディザスターリカバリーセンター：災害によるシステム停止に備えて、システム
内のデータをバックアップするための施設。
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知的財産マネジメント

リスクマネジメント

では、施行の約 1 年前から対応を開始し、体制の整備や
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ルールの徹底は 、クロスライセンスや共同研究など、
他社および外部の研究機関との適切でスムーズな提携
を実現し、自社保有の特許だけでは成し得ない 、大きな
成果を創出することにもつながっています。
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知 的 財 産マネジメント

ブ ランド マ ネ ジ メント

グロー バルに展開する特許の出願状況

ブランドマネジメントについての考え方

キヤノンでは、グローバル規模での特許出願を重視し、

2018 年末時点での特許・実用新案の保有件数は 、世界
全体で 9 万件弱となっています。
海外出願に際しては、地域ごとに事業戦略や技術・製

事業戦略

業員の理解を促進し、円滑に運用するため 、関連ガイド

まや社会に不利益をもたらすことがないよう、ブランド

ラインの構成・内容および位置づけを大幅に改訂しま

マネジメントを適切に行っています。

した。また 、ブランド力向上のための啓蒙活動の一環と

解決を担う審議機関として
「ブランドマネジメント委員会」

企業が多く、市場規模も大きい米国での出願に注力し、

を設置。その事務局としてブランドに関わる各部門の責

米国の特許登録件数ランキングは 33 年連続で 5 位以内

任者からなる
「ブランドマネジメント室」を組織し、諸問

を記録しています。2018 年は、同ランキング 3 位に位置

題に迅速に対応できる体制をとっています。

順位

権利者

2018 年はブランドマネジメント委員会を運営すると

な扱いや第三者による不正な使用などによって、お客さ

地域を見極めた上で出願しています。中でも、ハイテク

2018 年米国特許登録件数上位 5 社

第 三 者 意 見・保 証

ともに、ブランドマネジメント基本ルールについて全従

また 、ブランド価値向上のためのルール制定や問題

保っています。
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キヤノンでは 、グループ内でのキヤノンロゴの不適切

品動向を踏まえて出願戦略を綿密に立て、必要な国や

し、日本企業においては 、14 年連続でトップの地位を

経営基盤

ブランドマネジメント委員会では 、商号、商品名称に

して行っている海外赴任者全員に対する研修を 7 回実施
し、のべ 145 人が参加しました。

模倣品への対策
模倣品はブランドを傷つけるものであり、キヤノンブ
ランドを信頼し購入したお客さまに対して、故障や品質

関するブランド観点での妥当性や商標キヤノン使用の是

不良などに起因する経済的損失をもたらし、さらには

非などについて議論した上で 、関係者に対して適切な

身体、生命に危険を及ぼす可能性もあるため 、決して見

助言・支援を行っています。

逃すことはできません。

件数

ブランドマネジメントルー ル

キヤノンでは 、模倣品工場や販売店などの摘発に努

1

IBM

9,100

2

Samsung Electronics

5,850

キヤノンでは 、従業員自らがルールに則ってブランド

働きかけています。また 、税関職員向けの真贋判定セ

3

キヤノン

3,056

を正しく使い 、お客さまや社会の信頼にお応えすること

ミナー や税関主催の模倣品対策研修に 、キヤノンの従

4

Intel

2,735

でブランドの価値向上を図るため 、
「ブランドマネジメン

業員が講師として参加するなど、世界的な規模で税関

5

LG Electronics

2,474

ト基本ルール」をはじめとするブランドマネジメントルー

との連携を図っています。さらに 、インターネットにお

ルを策定しています。また、グループ全体へのルール浸

ける取引量が増加していることを踏まえ 、インターネッ

透のため 、通達やイントラネットなどでの周知、現場の

ト上で模倣品を流通させない仕組みづくりにも注力し

活動に責任をもつ地域統括販売会社ブランド担当部門

ています。

※ 米国の特許専門調査会社 IFI CLAIMS パテントサービスの発表に基づく。

他企業と連携した特許訴訟リスクの抑制
近年では、特許件数の激増を背景に、事業を行ってい
ない者が事業会社に対して多額の和解金を目当てに行
う特許訴訟が激増しており、事業会社はその対応に悩ま
されています。こうした訴訟者は PAE（ Patent Assertion

Entity ）
と呼ばれ 、年間数千件にわたる米国での特許訴
訟のうち過半数はこの PAE によるものです。
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、
「 License on Transfer Network（ LOT ネットワーク）」を
設立しました。

めるとともに 、各国の税関へ輸入差し止めを積極的に

への個別説明などを行っています。

キヤノンブランドに対する意識啓発
キヤノンでは 、全従業員がキヤノンブランドを正しく
理解し、ルールに則って行動できるよう、各地域、各社
で 、従業員へのブランド教育を行い 、
「従業員一人ひと
りがブランド」であるという自覚を促しています。例え
ばキヤノン
（株）
では 、階層別研修などのカリキュラムに
ブランド教育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。

LOT ネットワーク加盟企業の保有する特許が PAE の
手に渡った場合、他の加盟企業に特許使用権が無償で
与えられることとなっています。これによりPAE による
訴訟リスクの低減をめざしています。
加盟企業は 、2018 年 11 月時点で 318 社、対象となる
特許資産は 150 万件以上に上っています。
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