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1. 事業の概要
超高齢社会における義歯装着人口の増加に従い、特に、在宅歯科医療における粘膜調整材の市場規模
は拡大している。しかし、粘膜調整材は微生物（細菌、真菌）が付着し易く、口腔環境を悪化させ、抵
抗力の減退した高齢者の全身への持続的な感染源となる。したがって、この問題を解決するために、微
生物が付着し難く、汚染・劣化を防止できる無機系抗菌剤を応用した抗菌性粘膜調整材を開発し、事業
化を目指す。
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1.1 事業の目的
在宅歯科医療での義歯治療で頻用される粘膜調整材は、多孔性で粘弾性が大きく微生物（細菌、真菌）
が付着し易いため、口腔環境を悪化させ、抵抗力の減退した高齢者の全身への持続的な感染源となり、
誤嚥性肺炎発症のリスク要因となっている。したがって、この問題を解決するために、微生物が付着し
難く、汚染・劣化を防止できる粘膜調整材の開発が急務である。
医療現場のニーズ調査を行った結果、粘膜調整材を長期間使用し続けることで微生物が付着して口腔
感染症や誤嚥性肺炎を引き起こすリスクとなるため、微生物が付着し難い安全で衛生的な粘膜調整材が
欲しい、との声が多くあった。
こうしたニーズに対する解決策は、粘膜調整材の表面上で微生物の増殖を抑制する抗菌性を付与する
ことである。この抗菌性の付与には、医療品・化粧品などの分野で広く応用され、その安全性が既に確
認されている殺菌成分「塩化セチルピリジニウム（CPC）」を超低濃度で使用することで可能となる。抗
菌性の発現としての殺菌成分 CPC の濃度を適切にコントロールするためには、CPC を無機系材料であるモ
ンモリロナイトに担持させ、CPC 分子の徐放をコントロールする必要がある。
したがって、本事業では、産業技術総合研究所において開発された無機系抗菌剤「CPC 担持モンモリロ
ナイト」を粘膜調整材に添加し、微生物が付着せず、汚染・劣化が防止され、衛生的に使用できる抗菌
性粘膜調整材を開発することを目的とする。

1.2 事業の実施体制
事業管理機関：公益財団法人岡山県産業振興財団
PL：
松尾 健哉（メディカルクラフトン株式会社）
SL：
阿部 泰彦（国立大学法人広島大学）
共同体：
①ダイヤ工業株式会社
②メディカルクラフトン株式会社
③国立大学法人広島大学
④国立研究開発法人産業技術総合研究所（四国センター）
⑤国立大学法人北海道大学
⑥株式会社モリタ
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1.3 最終製品（＝事業化する医療機器）
(1) 事業化する医療機器の概要
1) 医療機器等の種類
機器等の種類
製品名
対象疾患
想定される販売先
使用目的又は効果

医療機器
クラス分類
Ⅱ
抗菌性粘膜調整材（抗菌性ティ
ッシュコンディショナー）X（仮 分類名称（一般的名称） 義歯床用短期弾性裏装材
称）
義歯床下粘膜の病変
届出／認証／承認
承認
歯科医師
新／改良／後発
改良医療機器
本材は、不適合となった義歯床の粘膜面に裏装し、暫間裏装、粘膜の調整および機能印象を行
う材料で、短期（暫間的）に用いる。また、本材は、表面上における細菌や真菌の増殖を抑制
する効果を有する。

2) 医療機器等のターゲット市場
国内市場
薬事申請時期
上市時期
想定売上（上市後 3 年目）
市場規模（上市後 3 年目）
想定シェア（上市後 3 年目）

非公開
非公開
非公開
14 億円／年（平成 34（2022）年時点）
非公開

海外市場
アメリカ
非公開
非公開
非公開
140 億円／年（平成 36（2024）年時点）
非公開

※市場規模は競合製品を含めた市場全体としての見込み

3) 事業化する医療機器の概観・特長
粘膜調整材に持続的抗菌性を付与することで、口腔感染症や誤嚥性肺炎の予防機能を有した製品とな
り、安全で衛生的な口腔環境の下で製品の効能を発揮し、既存製品の欠点を改善できる。

(2) 市場性（想定購入顧客）
1) 当該機器等の市場性及び医療現場で期待される波及効果
① 提案する機器の想定顧客
義歯装着患者の暫定的な粘膜調整に使用するものであり、全国の 65 歳以上の高齢者が主な対象とな
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る。
② 提案する機器の想定市場規模
全国の歯科クリニック（約 68,000 軒）
、歯科大学（29 校）、病院内歯科（約 1,200 軒）の歯科医師が
本製品を使用する。中でも、在宅歯科医療実施機関である在宅療養支援歯科診療所届出機関 4,941 軒
（中医協 総-5 25.4.10 資料より）が主なターゲットとなり、年々増加している。R＆D 調査資料よ
り、2013 年度の粘膜調整材の市場規模は全体で約 4 億円と推測される。更に、2013 年度の義歯床用裏
装材（粘膜調整材は、短期弾性裏装材）の市場規模は約 14 億円と推測される。

(3) 競合製品／競合企業との差別化要素
1) 競合製品／競合企業の動向
①競合企業：株式会社ジーシー、株式会社トクヤマデンタル、株式会社松風の主要 3 企業
②競合商品：主要 3 企業が販売している粘膜調整材（ジーシー ティッシュコンディショナー、ティ
ッシュケア、松風 ティッシュコンディショナーⅡ/ソフト）である。本事業実施機関の販売担当企業
である株式会社モリタは、これら 3 製品の内「松風 ティッシュコンディショナーⅡ/ソフト」を販売
している。しかしながら、粘膜調整材のニーズを解決することはできないため、
「モリタブランドの抗
菌性粘膜調整材」により国内市場を置き換え、ニーズに応えることとした。
③市場獲得のための障壁：製品に対する歯科医師の現在の使用感の維持または向上が必要となる。ま
た、抗菌剤含有製品の価格設定において、歯科医師の製品に対する費用対効果の理解を求める必要が
ある。
2) 当該医療機器等と競合製品／企業とのベンチマーキング（競合との差別化要素）
①本製品は、従来にない新たな機能、すなわち生体安全性の高い抗菌成分（CPC）を含有することで抗
菌性を有し、微生物（細菌、真菌）の付着・汚染・劣化を防止することで耐久性に優れている。また、
義歯装着者の口腔内を清潔な状態に保つことができる。
②高齢化社会が進む中で在宅歯科医療サービスの充実化が進められており、市場が拡大している。在
宅歯科診療では、義歯治療が最も多いが（中医協 総-5 25.4.10 資料より）、患者の月間受診回数は
平均 1.3 回とも言われ、約 2 週間で交換が必要となる粘膜調整材が適正に管理されているとは言い難
い。本事業は、拡大する在宅歯科医療における義歯治療の課題を解決するものである。また、今後開
発される競合製品も我々と同様のコンセプトで、抗菌剤を添加した抗菌性製品となる可能性が大きい。
そこで、現状国内外に同機能を有する粘膜調整材はないことから、
（独）産業技術総合研究所の無機系
抗菌剤に着目し、他社に先駆けて先行開発・販売を行うものである。
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1.4 上市（投資回収）に至るまでのプロセス（事業計画）
(1) 委託期間後を含めた事業計画の概要
年度

主な実施事項

平成 27 年度

開発体制の整備

平成 28 年度

試作品の作製、臨床試験、知財出願準備

平成 29 年度

量産試作、臨床試験、知財出願

平成 30 年度

製造ラインの構築、薬事対応等

平成 31 年度

同上

平成 32 年度

製造にかかる原材料、人件費、資材、輸送のコストを計上

平成 33 年度

設備増強

平成 34 年度

設備増強

1) 投資回収計画
1）投資計画
年度

投資金額概算

平成 27 年度

0.7 億円

平成 28 年度

0.8 億円

平成 29 年度

0.7 億円

平成 30 年度

0.8 億円

平成 31 年度

0.8 億円

平成 32 年度

2 億円

平成 33 年度

3.1 億円

平成 34 年度

7.1 億円

2）回収計画
現実的な製品の拡大販売を想定した売上を計上しており、上市後 3～4 年で投資金額を回収できる見込
みである。

1.5 事業化に向けた検討結果
(1) ビジネススキームの特長
1) 売れ続けるためのビジネスの”仕組み”
①株式会社モリタの販売・物流チャンネルを利用する。
②株式会社モリタ大阪本社の「お客様相談センター」が問い合わせ・クレームの窓口対応し、また、
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「安全管理委員会」が販売後の事故・不具合の窓口対応することで、製品のアフターサービス及び
情報発信の体制を構築する。
③定期的にマーケティング調査を実施すると共に、製品のブランド戦略（カタログ作成、学会や業界
での展示等）を展開する。
④製品による社会貢献に関する調査を論文として、国内外へ発信する。
2) ビジネス体制

(2) 事業化に向けた検討結果
1) 薬事申請
 薬事戦略相談
一般的名称「義歯床用短期弾性裏装材」はクラスⅡの医療機器であるが、抗菌剤を添加することから
クラスⅢとなる可能性がある。
 薬事戦略相談
CPC の購入先を決め、今後の医療機器開発の方向性を確認した。
2) 知財戦略検討状況
 国内外の先行技術調査と保有特許の精査（強化のための取組）
 権利化／ブラックボックス化、意匠権・商標権等との組み合わせ等のミックス戦略
製造方法については特許出願せず、ノウハウ化するほうがよい場合もあり、慎重に検討する。
 模倣品・侵害者が現れたときの対応
模倣品、侵害者の立場や状況により必要な措置を行う。
3) 開発戦略検討状況
 薬事申請に必要なエビデンス収集
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来年度に実施予定の PMDA との医療機器対面助言相談にて、申請に必要な試験項目の方向付けがなさ
れるので、その状況に応じて試験の実施について計画、遂行する。
4) 販売戦略等
 販売チャネル、供給（生産、物流）体制
モリタは、国内 50 拠点に常駐する小売営業（約 100 名）と材料卸営業（約 60 名）を有し、国内契約
歯科ディーラー461 社を通して全国の歯科クリニック（約 68,000 軒）、病院内歯科（約 1,200 軒）に、
また、学校営業担当者（約 40 名）を通して、歯科大学（29 校）に製品を販売する。生産については、
平成 30 年度から 31 年度にかけて製造ラインの構築を行い対応できる体制を構築する予定である。
 アフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制
製品についての問い合わせ・クレームは、モリタ大阪本社にある「お客様相談センター」が窓口対応
を行う。販売後の事故・不具合対応は、
「安全管理委員会」が窓口となり、販売後の事故・不具合は、製
品ごとに管理されたロット番号に基づき、製造販売業者と連携して対応する。
 QMS 等の品質保証体制
品質保証については、QMS 省令、他の法令に基づき、仕組みを構築し、第一種医療機器製造販売業を
取得する。手法としてダイヤ工業は第三種の製造販売業許可を既に持っておりそれを流用する。第一種
との差は有識者または外部コンサルの力を活用し、取得できる仕組みを確立する。
 広報・普及計画
モリタは、国内 50 拠点と国内契約歯科ディーラー461 社を通して全国の歯科クリニック（約 68,000
軒）
、病院内歯科（約 1,200 軒）に、また、学校営業担当者（約 40 名）を通して、歯科大学（29 校）に
広報活動する。また、論文を作成し、学会発表する。
5) 事業化に向けた課題（隘路）と対応策（まとめ）
領域

薬事

知財

技術・
評価
その他
事業化
全般

事業化に向けた課題（隘路）
①一般的名称「義歯床用短期弾性裏装材」はクラ
スⅡの医療機器であるが、抗菌剤を添加するこ
とからクラスⅢとなる可能性がある。
②一般的名称の分類に入らない場合には新医療
機器となり、新たな分類が決まるまで時間を要
し、結果として薬事承認のスケジュールが延長
する。
③抗菌剤を添加することで医療機器でなく医薬
品とならないよう方策を立てる必要がある。
④薬事戦略として、抗菌成分 CPC の購入先を決め
る必要がある。

①抗菌剤の抗菌成分 CPC を応用した歯科材料の
知財について。
②抗菌剤に関する知財について。
③抗菌性粘膜調整材に関する知財について。

左記への対応策
①クラスⅢの医療機器としての事業体制を組ん
で既に対応済み。
②対応策について、伴走コンサルで相談を行い、
簡易相談で一般的名称について相談をして、薬
事戦略アドバイザー等へ相談した結果、平成
28 年度に実施する対面相談にて併せて相談す
ることとした。
③対応策について、伴走コンサルで相談を行い、
抗菌性粘膜調整材について説明をしたところ、
医療機器でおそらく行けるとの助言を受けた。
④医療機器センターにて相談し、CPC の購入先を
決め、今後の医療機器開発の方向性を確認し
た。
①国内知財検索済み。
②CPC の侵害調査を実施。特許事務所から回答が
あり問題ないことを確認した。
③伴走コンサルで相談し、知財を取得する際の助
言をいただいた。

①なし
①なし

7

1.6 平成 27 年度委託事業の成果概要
(1) 委託事業の事業概要
平成 27 年度は、無機系抗菌剤「CPC 担持モンモリロナイト」を応用した抗菌性粘膜調整材の試作において、①既存の粘膜調整材の成分分析結果及
び広島大学の組成設計を基に無機系抗菌剤無添加の粘膜調整材を試作し、物性試験により組成を最終調整、②試作粘膜調整材に添加する無機系抗菌
剤の添加量を nonGLP 安全性試験、物性試験及び抗菌性試験により決定、③クラスⅡの医療機器として第三者認証機関へ開発前相談し、PMDA 承認
案件か否かを判断してもらい、薬事戦略に必要な体制を整備、④詳細な製造方法について特許事務所へ相談し、知財戦略の立案を行う。
(2) 委託事業終了時までに完成する試作品の概要
試作品名

概要

抗菌性粘膜調整材（抗菌性ティッシ
ュコンディショナー）X（仮称）

無機系抗菌剤「CPC 担持モンモリロナイト」を粘膜調整材に添加し、微生物が付着せず、汚染・劣化が防止され、
衛生的に使用できる抗菌性粘膜調整材

(3) 平成 27 年度の委託事業の成果と今後検討すべき課題
平成 27 年度実施内容（業務計画書）
①無機系抗菌剤の調製方法の確立
産業技術総合研究所の基盤研究及び技術移
転指導で、メディカルクラフトンが粘膜調整
材用の無機系抗菌剤の調製方法を確立する。
②粘膜調整材の試作
モリタの市場調査結果を参考に選択した既
存の粘膜調整材について、ダイヤ工業は、そ
れらの成分分析を専門機関に依頼し、分析結
果及び広島大学の組成設計を基に粘膜調整材
を試作する。
広島大学は、試作粘膜調整材の物性試験を
行い、試作粘膜調整材が組成設計通りに機能
するか確認し、組成の最終調整を行う。
③抗菌性粘膜調整材の試作
メディカルクラフトンと産業技術総合研究
所が調整した無機系抗菌剤を用いて、ダイヤ
工業は抗菌性粘膜調整材を試作し、以下の各

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
・産業技術総合研究所の技術移転指導により抗菌剤
の製造については数十グラムから数キログラムへ
▶
スケールアップを達成している。
▶
・抗菌剤の量産化のための製造プロセスを検討中で
ある。
・モリタの簡易市場調査による製品企画案に基づき、
ターゲット 2 製品の成分分析を外部機関へ依頼し，
実施した。
・試作粘膜調整材の組成設計を完了し、抗菌性粘膜
▶
調整材のプロトタイプを試作した。
▶

・抗菌性粘膜調整材のプロトタイプを試作した。
・試作プロトタイプについて、nonGLP 細胞毒性試験、
▶
▶
nonGLP 感作性試験、nonGLP 口腔粘膜刺激性試験を
外部機関へ依頼し、実施した。

今後検討・実施すべき事項
なし

なし

・試作プロトタイプの試験結果を基に、最終タ
イプの組成設計を行い、試作する。
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平成 27 年度実施内容（業務計画書）
機関で検証を行う。
ダイヤ工業は、義歯床用短期弾性裏装材（粘
膜調整材の一般名）としての nonGLP 安全性試
験を専門機関に依頼し、結果を集積する。
広島大学は、物性試験及び nonGLP 細胞毒性
試験を行う。
北海道大学は、抗菌性試験を行う。
以上の検証結果を基に無機系抗菌剤の添加
量を決定し、試作抗菌性粘膜調整材を完成す
る。
④薬事体制整備
クラスⅡの医療機器として第三者認証機関
へ開発前相談を行い、PMDA 承認案件となるか
否かを判断してもらい、薬事戦略に必要な体
制整備を行う。
⑤知財戦略の立案
抗菌性粘膜調整材の詳細な製造方法につい
て、特許事務所へ相談し、知財戦略の立案を
行う。
⑥事業の管理・運営
本プロジェクトを円滑に進めるため、プロ
ジェクト構成員相互の連絡調整、プロジェク
ト全体の事業の運営及び管理を実施する。
⑦ＡＭＥＤ・事業管理支援法人との打合せ
事業の課題等の把握のため、合同伴走コン
サル、有識者委員会等に出席する。

現時点での達成状況（計画変更理由を含む）
・試作プロトタイプについて、広島大学及び北海道
大学にて各試験を実施した。

▶

▶

▶

▶

・PMDA 薬事戦略相談を行った。
・抗菌剤（CPC）に係る知財相談を特許事務所と実施
し、調査内容を精査中。
・医療機器センターにて相談し、CPC の購入先を決
め、今後の医療機器開発の方向性を確認した。
・知財相談のためのデータを集積中である。
・抗菌剤（CPC）に係る知財相談を特許事務所と実施
しており、特許侵害のないことを確認した。

今後検討・実施すべき事項

▶

・抗菌剤の抗菌成分 CPC を入手する企業と協議。
▶

・2015 年 9 月 18 日及び 10 月 11 日に平成 27 年度の
・プロジェクトの円滑な推進のため今後も参画
研究スケジュールに関する打ち合わせ会議を実施
団体間で連絡、状況確認、検討内容調整を徹底
した。
▶ していく。
・ 2015 年 10 月 20 日に第 1 回推進委員会を実施した。
・ 2016 年 1 月 20 日に第 2 回推進委員会を実施した。
･2015 年 11 月 13 日に第 1 回合同伴走コンサル実施。
・有識者委員会での意見も踏まえて、開発検討
･2016 年 1 月 15 日に有識者委員会（継続審査）実施。 ▶
を行っていく。
･2016 年 2 月 8 日に第 2 回合同伴走コンサル実施。

9

1.7 平成 27 年度委託事業の実施経過
(1) 当初計画からの変更点（深耕点）とその理由
領域
対象とする
課題・ニーズ
機器スペック・
ビジネスモデル
事業化体制
事業化計画（開
発･ 薬 事・ 上市
スケジュール）

変更前

変更後

変更理由

特になし
届出

承認

非公開

特になし
特になし

(2) 有識者委員会･伴走コンサルでの指摘事項とその対応
領域
薬事

指摘事項
PMDA の簡易相談で、早期に一般的名称に該当するか、抗菌性をう
たえるかを確認すること。

対応
簡易相談で一般的名称について相談をして、方向性を決めた方がよ
いと助言をいただいているが、薬事戦略アドバイザー等へ相談した結
果、平成 28 年度に実施する対面相談にて併せて相談することとした。

知財

共同出願の特許を活用するので、書面等でも確認しながら、確実に
特許実施できるようにすること。
先行特許の調査については、弁理士事務所に依頼して侵害調査をす
る以外に、国際出願に当たっての特許庁の調査結果報告書の確認、

今後、書面で確認し、ダイヤ工業での製造が確実に実施できるよう
にしていく予定である。
抗菌剤（CPC）に係る侵害調査については、特許事務所へ相談する
こととし、現在、調査内容を精査中である。

JAPIO の特許調査サービス等の簡便な方法もあるので、適宜活用す
るとよい。
製造方法については特許出願せず、ノウハウ化するほうがよい場合

特許事務所と相談しながら、慎重に進めていく。

もある。慎重に検討すること。
技術・評価

なし。

その他事業

メディカルクラフトン株式会社の役割と実施体制について整理す

化全般

非公開

ること。
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(3) 採択・継続条件への対応状況
採択条件

対応状況

特になし。
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1.8 平成 28 年度以降の実施内容に関する計画（案）
(1) 平成 28 年度の事業概要
平成 28 年度は、前年度に試作した無機系抗菌剤「CPC 担持モンモリロナイト」を応用した抗菌性粘膜調整材の nonGLP 安全性試験、物性試験及
び抗菌性試験の結果に基づいて組成設計を調整し、この最終試作品をもって以下の内容を実施する。①PMDA 対面助言相談にて、GLP 臨床前試験項
目を確認し、GLP 安全性試験を実施する。②PMDA の事前面談にて、GLP 安全性試験結果に基づいて治験相談を行う。③治験プロトコルを作成し、
各機関の臨床治験センターへの申請準備を行う。
(2) 平成 28 年度委託事業の実施内容
項目名
実施主体
①抗菌性粘膜調整材の試作（最終） ダイヤ工業
メディカルクラフトン
広島大学
産業技術総合研究所（四国センター）
北海道大学
②試験・評価
ダイヤ工業
メディカルクラフトン
広島大学
産業技術総合研究所（四国センター）
北海道大学
③臨床試験
広島大学
北海道大学
④PMDA への相談
メディカルクラフトン
広島大学
⑤知財出願準備および出願
メディカルクラフトン
広島大学
産業技術総合研究所（四国センター）
北海道大学
⑥市場調査
モリタ

具体的な内容
平成 27 年度の試作最終タイプについて nonGLP 安全性試験、物性試験
及び抗菌性試験を行い、これらの結果に基づいて組成設計を調整し、最終
試作品を完成させる。

⑦事業の運営・管理

本プロジェクトを円滑に進めるため、プロジェクト構成員相互の連絡調
整、プロジェクト全体の事業の運営及び管理を実施する。

岡山県産業振興財団

GLP 臨床前試験項目に従って、GLP 安全性試験を外部機関へ依頼・実
施する。また、同時に、物性試験及び抗菌性試験等により最終試作品を検
証する。

治験プロトコルの作成及び各機関の臨床治験センターへの申請準備を
行う。
対面助言相談で GLP 臨床前試験項目を確認する。また、事前相談で治
験相談を行う。
抗菌性粘膜調整材の知財調査と出願準備を行い、時期をみて出願する。

市場調査項目を検討し、調査準備を行う。
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⑧ＡＭＥＤ・事業管理支援法人との
打合せ

岡山県産業振興財団
ダイヤ工業
メディカルクラフトン
広島大学
産業技術総合研究所（四国センター）
北海道大学
モリタ

事業の課題等の把握のため、合同伴走コンサル、有識者委員会等に出席
する。

(3) 平成 28 年度における事業化に向けた検討事項
領域
薬事
知財
技術・評価
その他事業化全般

検討・実施すべき事項





非公開
非公開
非公開
非公開
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1.9 平成 27 年度委託事業の振り返り
1.9.1 チェックリストによる自己評価結果

市場

基本
戦略

当該機器のニーズは特定の意見ではなく、客観的な情報で確認できていますか。
当該機器の販売先（導入・普及場所）は明確になっていますか（一般、診療所、地域中核病院、高機能病院）。
対象となる患者が明確になっていますか。
対象となる疾病・診療科等が明確になっていますか。
当該製品の業界特性は把握できていますか。
市場規模（導入・普及台数）は明確になっていますか。
SWOT分析は十分に行っていますか。
5Forces等の市場構造分析は十分に行っていますか。
マーケティング戦略（市場のセグメント化、ターゲットとするセグメント、自社のポジショニング等）は明確になっていますか。

会社としての経営戦略上、当該製品の位置付けは明確になっていますか。
臨床試験、申請、認可まで想定したスケジュールは明確かつ妥当ですか。
コア技術の開発戦略は明確になっていますか。
どのような効果があるか明確になっていますか。
開発
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
戦略
どのようなリスク（含む禁忌）があるか明確になっていますか。
既存手段に比べた違いが明確になっていますか。
上市までに必要な開発費の想定、その調達計画はできていますか。、
現行の薬事法下で承認が可能ですか（規制システム面、科学評価体系面）。
ビジネスモデルに対応した業許可を持っていますか。
新医療機器、改良医療機器、後発医療機器のどれに該当するか整理できていますか。
機器のリスク分類で、I～IVのどれに当たるか整理できていますか。
臨床試験の必要性の有無が明確になっていますか。
薬事
PMDAとの調整が進んでいますか。
薬事法以外の規制についても対応が明確になっていますか。
製品の利用方法が明確になっていますか。
同時に利用する機器も含めて導入が実現可能になっていますか。
これまでのルールや慣行に逆らわない利用方法になっていますか。
当該製品に関連する先行特許調査は十分に行っていますか。
当該製品に必要な先行特許についてはライセンス等で使用できるようになっていますか。
開発後の特許調査についても実施することになっていますか。
コア技術に関して、どのように保護するか（権利化／ブラックボックス）は明確になっていますか。
知的
権利化に必要な新規性だけではなく進歩性が明確になっていますか。
財産
必要な特許を必要な国に出願・登録していますか。
意匠等の他の産業財産権について検討していますか。
知的財産の権利化またはノウハウ保護に対する予算・体制・規程は確保されていますか。
模倣品・侵害者が現れたときの対応について明確になっていますか。
販売チャネルは明確になっていますか。
当該製品の供給（生産、物流）体制は明確になっていますか。
販売・
当該製品のアフターサービス体制、使用教育体制、クレーム処理体制は明確になっていますか。
物流
QMS等の品質保証体制が明確になっていますか。
広報・普及計画は明確になっていますか。
想定価格は顧客が感じる価値に見合ったものですか。
事業 製造原価（あるいは提供コスト）は明確になっていますか。
収支 売上、コスト（変動費・固定費）、利益、減価償却等を考慮した計数的な計画は明確になっていますか。
十分な収益性が得られることが明確になっていますか。
事業拡大に伴い、どのタイミングでどのような人材・資金がどの程度必要になるか明確になっていますか。
その他 海外に対する戦略は明確になっていますか。
当該事業に対するリスクの洗い出しは十分に行われていますか。

○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
該当せず
該当せず
○十分
○十分
△一部
○十分
○十分
○十分
○十分
○十分
△一部
△一部
×不十分
△一部
△一部
○十分
△一部
×不十分
○十分
△一部
○十分
△一部
△一部
△一部
○十分
△一部
×不十分
×不十分
△一部
×不十分
○十分
○十分
○十分
×不十分
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部
△一部

1.9.2 平成 27 年度委託事業を振り返って改善すべきだったと考える点
(1) 事業体制
特になし。
(2) 事業の進め方
平成 27 年度の事業実施期間が短かったため、外部機関への委託試験内容によっては期間の制約によ
り試験内容を制限する必要があった。
(3) その他
特になし。
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1.10 事業に関する連絡窓口
公益財団法人岡山県産業振興財団 技術支援部 研究開発支援課
〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀 5301（テクノサポート岡山）
電話: 086-286-9651 / FAX: 086-286-9676 / E-mail: nyokota@optic.or.jp
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