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Ⅰ 策定の背景 

 

２００２年３月、政府は、内閣総理大臣以下で構成する「知的財産戦略会議」

を設置し、同年７月「知的財産戦略大綱」を策定、その中で「知的財産立国」を

目指すことを表明した。同年１１月には、知的財産基本法が制定され、２００３

年３月、内閣に「知的財産戦略本部」が設置された。この戦略本部において、行

動指針となる知的財産推進計画が毎年策定されることになり、最初の「知的財産

推進計画２００４」において、中小企業・ベンチャー企業の権利取得等を支援す

るため、地域の経済産業局等に「地域知財戦略本部」を整備することが謳われた。

これを受け、関東経済産業局（以下「当局」という。）は、２００５年５月、関

東甲信越静１１都県の広域関東圏を対象とする「広域関東圏知的財産戦略本部

（以下「広域関東圏知財本部」という。）」を設置した。 

 

その後広域関東圏知財本部は、内閣の知的財産戦略本部が策定する知的財産

推進計画、特許庁地域・中小企業施策、当局及び当局管内の自治体の地域経済産

業施策等を考慮しつつ、「広域関東圏知的財産戦略推進計画」（以下「推進計画」

という。）を毎年策定し、関係機関との連携の下、着実に事業を推進してきた。 

 

 

Ⅱ 政府知財戦略等との関係 

 

内閣府「知的財産戦略本部」は、新型コロナ後のニュー・ノーマルの下で、「脱

平均」、「融合」、「共感」及び「デジタル革新」を進めるために必要な政策の方針、

施策をまとめた「知的財産推進計画 2020」を策定した。 

本計画において内閣府は、社会変革が一気に加速する中、ニュー・ノーマルに

向けて、戦略的に知財を活用し、持続的なイノベーションの創出を図ることが重

要としている。 

＜具体的施策＞ 

①DX の推進、AI・データ等の利活用の推進 

 AI・データを利活用する企業が提案するビジネスモデルを後押しする規

制改革や支援策等を実施。 

 我が国の強みである豊富で質の高いリアルデータの利活用を推進するた

め、適切なルール整備のあり方を検討。 

②オープンイノベーションに向けた知財マネジメントの推進 

 個々が有する多様な資源を持ち寄り、より大きな価値に変換することで

社会からの共感を生む価値の創造・提供による社会変革。 
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 オープンイノベーションに取り組む地域の中小・ベンチャー企業が公正

かつ自由に競争できる環境の整備。 

③地域のエコシステム／中小・ベンチャー企業における知財戦略の強化 

 人（人材）・資金を地域外から呼び込み、循環させ、持続可能な価値の創

出につなげるエコシステムの形成。 

 地域中小企業の事業成長につながる知財戦略構築のためのハンズオン支

援等を行うことにより、知財の権利取得から戦略的活用までを見据えた、

包括的な支援を強化。 

 

広域関東圏知財本部では、上記施策に留意しつつ、特に地方・中小企業の知財

戦略強化支援について、広域関東圏知財本部に与えられた重要な役割として取

り組む。 

 

 また、特許庁は、知財分野における地域・中小企業支援に関する 2019 年度

までの「地域知財活性化行動計画」（2016 年 9 月 26 日決定）を改定し、特許

庁、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）が地方自治体等の関係主体

と連携して実施する次期行動計画として、2022 年度までの 3 年間の「第 2 次

地域知財活性化行動計画」（以下「第 2 次行動計画」）を策定した。 

＜第２次行動計画における基本方針＞ 

（1）基本方針 1：「ターゲットを意識した地域・中小企業支援の充実」 

関係主体ごとにターゲットを意識して、知財の権利化や利活用のための効

果的な戦略の構築を支援し、中小企業の知財活用度のステージを引き上げる

ことにより、企業の「稼ぐ力」 を強化する。特許庁及び INPIT は、地域未

来牽引企業等の知財活用のポテンシャルの高い企業をターゲットに、ハンズ

オンで事業成長までフォローアップ支援等を実施する。 

（2）基本方針 2：「地域・中小企業の支援プレイヤーの連携と支援の融合」 

特許庁ほか関係省庁、他関係主体や地域の支援機関等との連携を強化し、

各支援事業と特許庁による知財施策を組み合わせることで、横断的かつ一体

的な支援体制を構築する。 

（3）基本方針 3：「KPI の設定・共有と新たな情勢を踏まえた取組」 

各関係主体が KPI を設定し、PDCA サイクルを回しながら定期的に自己

検証を行い、他関係主体に共有することで、関係主体間で活動状況を相互に

把握する。 

 

特許庁では引き続き、知財の取得・活用を促進することで、地域・中小企業の

イノベーション創出を支援し、我が国の成長力向上に寄与するとともに、地方創
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生にも資することを目指し、各取組のより一層の充実を図っていくとしている。

当局でも、管内の自治体及び支援機関と連携を図りながら、地方・中小企業の知

財戦略強化の観点から、地域におけるイノベーションの創出及び地域活性化に

向け取り組む。 

当推進計画２０２１は、上記の政府知財戦略等に掲げられた重点事項に留意

し、経営戦略における知的財産の活用の観点から、広域関東圏の中堅・中小企業

等の産業競争力、すなわち「稼ぐ力」の強化を図る目的で策定するものである。 

 

 

Ⅲ 広域関東圏の地域特性・リソース、当局の強み 

   

当推進計画に基づき事業を推進するにあたっては、広域関東圏の地域特性を

踏まえ、かつ、広域関東圏が有するリソースや当局の強みを最大限活用していく。 

 

（１）広域関東圏の地域特性 

地域経済を巡る状況は、ビフォアーコロナの時代より、人口減少・少子高齢

化の進展、若年層の大都市圏への流出、付加価値の高い雇用の減少、生産性の

低迷、黒字廃業増など、大きな構造変化に直面している。今後、ウイズコロナ

／アフターコロナを見据えて、強靱な地域経済社会を実現していくにあたって

は、足下の対策の徹底に加えて、デジタル化・リモートワークの急速な普及と

これを背景とした地方移転の動き・サプライチェーンの見直し・オープンイノ

ベーション（OI）の取組の高まりなどの新たな動きをチャンスと捉えて地域企

業の稼ぐ力を強化していくことが重要となる。地域の企業が「稼ぐ力」を向上

するためには、製品・サービスの差別化要因となる知的財産に着目し、競争力

を高めることで「利益率を上げる経営」を実現していく必要がある。 

 

（２）広域関東圏のリソース 

 ●技術の蓄積 

広域関東圏には、大企業の約６割、大学の約４割が立地しており、さらに

は公設試も多数存在している。こうした企業や機関が保有する特許やノウハ

ウ等の知的財産の活用を推進することで、中小企業やベンチャー企業の技術

を補完し、資金、人材等の経営資源に制限のある中小企業の技術開発等の促

進が図られる。 
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 ●課題に応じた専門的支援 

   広域関東圏には、知財の専門家である弁理士の約７割が事務所を設けて

おり、中小企業診断士等の経営の専門家や弁護士等の契約や交渉の専門家

も多数存在する。こうした専門家との連携を推進することで、事業分野、経

営・事業上の課題等に応じ千差万別である知的財産の活用において、適切な

専門的支援が図られる。 

 

（３）当局の強み 

 ●金融機関との連携 

   当局では、２００８年度以降「地域金融機関との連携プログラム」（以下

「金融連携プログラム」という。）を取りまとめ、現在では、９０を超える

広域関東圏の金融機関と連携し、中小企業等の生産性等の向上、地域経済の

活性化を図っている。また、当局は、２０１８年１２月に、関東財務局との

連携を強化し、地域経済活性化の推進を目的とした「地域経済活性化に資す

る連携事業に関する覚書」を締結した。こうした金融連携プログラム等によ

る金融機関との連携関係を活用し、金融機関における知財意識の向上を図

ることで、中小企業に対する知的財産の面的な普及啓発、経営支援と連動し

た知財支援を行っている。 

 

 ●広域関東圏内の自治体との連携 

 当局では、管内１１都県と当局が連携することにより産業振興政策の効果

を高め、地域企業の競争力に向けた方策を共有するため２００６年度より連

絡会議を実施。自治体の課題を踏まえた支援だけでなく、最新の市場環境や

産業界の動向等を踏まえた提案型の支援を実施するよう連携を深めている。

さらに基礎自治体との連携も強化しており、地域での課題解決及び産業支援

機能を強化するため、当局にて自治体の産業振興をハンズオンでサポートし

ている。 

 

●OI プラットフォームの構築による組織間連携 

   当局では、自らハブ機能を果たし、外部連携に意欲的な企業やサポータ

ーが集まるプラットフォームを構築。これにより、多様な企業が、OI を通

じて、従来の枠組みを超えた企業間連携にチャレンジし、「新たな付加価

値の創出」や「稼ぐ力の向上」をサポートしている。１５０社を超える大

手企業、地域の中堅・中小企業やスタートアップをはじめ、自治体、支援

機関、金融機関、大学等も参画し、コミュニティの充実化により様々な組

織間連携を実現している。２０１９年７月には、中小機構関東本部と連携
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し、ウェブ上のマッチングツール「オープンイノベーション・マッチング

スクエア（OIMS）」を新設。リアルとウェブのプラットフォームを戦略的

に組み合わせることにより、新製品・サービス創出のパートナーとして企

業規模を超えた連携創出を推進している。 

 

 ●地域ブランド推進体制の構築 

   当局では、地域活性化に資する施策として地域ブランド力の向上に向け

重点的に取り組んできた。２０２０年４月には、地域ブランド展開支援室

を新設し、支援体制を強化。地域ブランドの推進においては、自治体や関

係機関と連携し、食や観光などの地域資源を活用した製品・サービス開発

支援、国内外の有望市場への売り込み支援など、一気通貫した支援を行っ

ている。 

 

 

Ⅳ 推進計画２０２１の取組の方向性 

 

地域を支える中堅・中小企業等が「稼ぐ力」を向上し、「利益率を上げる経

営」にシフトしていくためには、自社の強みとなる知的財産を見える化し、

対外的に発信、戦略的に活用し、独自商品・サービスの開発やグローバル展

開に取り組む等高付加価値なビジネスモデルへの転換が不可欠である。    

また、大手企業・中堅企業等との連携において、自らの知的財産を武器に

対等な関係を構築し、OI を積極的に活用することも効果的な手法である。 

さらに、地域において持続的に新たな価値・産業を創出するためには、地

域の自治体や金融機関と連携し、地域社会全体の課題解決につながる地域エ

コシステム構築に向けた知財活用支援の実施が効果的である。 

推進計画２０２１では、上記取組を推進するため、次の柱１～３につい

て、重点的に取り組むこととする。 

併せて、知的財産を戦略的に活用する中堅・中小企業等の裾野拡大のた

め、柱１～３の取組と連動した効果的な情報発信・普及啓発を行うこととす

る。 

 

柱１．デジタル化社会を見据えた知財経営定着支援 

デジタル化が加速する中、技術やノウハウ、秘密情報等のデータ化による管

理保護、データ利活用のための戦略的な知財マネジメントを課題とする中小

企業に対し、付加価値向上を目指すための支援を実施する。 

（デジタル化を推進する企業を支援する知財経営支援の拡充） 
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柱２．地域企業のオープンイノベーション促進支援 

独自の価値を持った地域企業がスピード感を持って企業間連携に取り組む

ことができるよう、知財を共通言語とした企業間の対話を促進。また専門人

材と地域企業とのネットワークを構築する。 

（新価値創造に向けた企業間対話の促進） 

 

柱３．持続的な価値創出に向けた地域づくり支援 

コロナ後の分散化の流れを好機とし、地域全体で持続的に新たな価値を創

出するための知財活用を、自治体及び支援機関等と連携して推進する。 

（中長期的な成長を見据えた地域価値向上） 

 

 

Ⅴ 事業計画案 

 

 上記「Ⅳ 推進計画２０２１の取組の方向性」を踏まえ、以下の事業を計画す

る。  

 

１．知財経営定着伴走支援・支援人材育成事業（柱１） 

＜目的＞ 

 急速な社会変革の下、リアルデータの利活用など日本の強みを活かした新し

いイノベーション創出が求められる中、自ら課題解決に向け主体的に取り組む

地域の中小企業に対し、経営力向上に資する知財経営定着に向けた支援を実施

すると共に、知財経営支援を行う専門家人材の育成・拡充を図り、地域企業の知

財活用促進、産業競争力の強化を目的とする。 
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＜事業内容＞ 

① 当局が公募により決定した中小企業（デジタル化、新サービス開発等新た

な価値創出を目指す企業）に対し、専門家（弁理士、中小企業診断士、弁護

士、デザイナー等）による知財経営の導入・定着に向けた伴走支援（知財経

営コンサルティング）を実施する。公募にあたっては、支援内容や趣旨を明

確にし、過去支援した企業の具体的事例等も示すことで、企業が自主的・意

欲的に応募し、取り組めるように実施するものとする。なお、支援実施にあ

たっては、リアルだけでなくオンラインも柔軟に活用することで、より効果

的な支援体制を構築していく。また、INPIT（知財総合支援窓口）等地域支援

機関とも連携を図り、事業期間中及びその後のフォローアップを強化する。 

② 専門家（特に知財経営支援に関する経験の少ない若手専門家）のスキルア

ップのための研修を実施し、知財経営支援に必要な知識・ノウハウ習得の機

会とすることで、地域における支援人材の育成・拡充を図る。さらに弁理士

会や中小企業診断協会等の士業協会とも連携し、支援人材同士のネットワー

ク構築を強化する。 

③ 知財経営支援手法の調査分析を行い、弁理士等専門家の知財経営導入・定

着支援に役立つツールとなるような支援パターン集を作成する。支援パター

ン集は各地域の専門家等に幅広く周知し、支援プロセスの横展開を図る。 

 
２．オープンイノベーション等のための知財戦略支援プログラム事業（柱２） 

＜目的＞ 

 地域企業がスピード感を持ってオープンイノベーション（OI）に取り組むため

には、知財を共通言語とした対話が不可欠であり、円滑な共創対話にあたっては、

領域横断的に企業間を仲介する人材が重要である。このため、本事業では、共創

対話における共通言語として必要不可欠な知財・予防法務の重要性について地

域企業の理解を促進し、更に具体的な企業課題に対して専門家の活用を促すこ

とを目的として実施する。 

＜事業内容＞ 

OI の中核として組織を超えてオープンな新産業の共創に意欲的な専門人材を

据え、当局が結節点となって地域企業・スタートアップや自治体など多様なプレ

ーヤーを巻き込み、知財専門家を橋渡ししながら、新産業を創出するプロジェク

トを組成することで、地域発オープンイノベーションにおける知財上の課題や

対応策を明らかにする。さらに OI に取り組む地域機関・団体とも連携を図りな

がら、新産業共創による事業化・収益化のサイクル構築を目指す。 
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３．地域の持続的価値創出促進事業（柱３） 

（１）自治体等と連携した知財の普及啓発 

＜目的＞ 

当局管内の自治体等と連携し、地域ごとの産業政策と連動した知財活用が持

続的に行われるように、中小企業等の知的財産の戦略的マネジメントに資する

多様なテーマについてセミナー等を開催し、開催地域又は対象業種における中

小企業の知的財産の保護・活用に対する意識向上を図る。 

＜事業内容＞ 

管内各地域の産業振興ビジョン等を踏まえ設定された「地域知財活性化行動

計画」KPI 達成に向け、自治体や知財総合支援窓口、日本弁理士会等の支援機関

と連携して、テーマ・講師を選定してセミナー等を開催する。 

 

（２）金融機関と連携した知財経営塾 

＜目的＞ 

地域企業が他社との差別化を図り、持続的な成長を続けるために不可欠とな

る知的財産について、地域経済の重要な担い手である地域金融機関の理解を深

め、知財面からの付加価値評価、本業支援に活かせるような知財リテラシー向上

を図る。 

＜事業内容＞ 

金融機関職員に対してセミナー・ワークショップ等を実施。また、弁理士等の

専門家による支援の下、取引先企業における様々な経営課題（新規製品開発、販

路拡大、海外展開、人材育成等）に対して、知財活動の観点からアプローチした

ビジネスプランを経営者と共に策定することで、知財を通じた取引先企業との

対話や本業支援の中での知財活用に対してのイメージ構築、意識向上を図る。 


	内閣府「知的財産戦略本部」は、新型コロナ後のニュー・ノーマルの下で、「脱平均」、「融合」、「共感」及び「デジタル革新」を進めるために必要な政策の方針、施策をまとめた「知的財産推進計画2020」を策定した。
	本計画において内閣府は、社会変革が一気に加速する中、ニュー・ノーマルに向けて、戦略的に知財を活用し、持続的なイノベーションの創出を図ることが重要としている。
	＜具体的施策＞
	①DXの推進、AI・データ等の利活用の推進
	 AI・データを利活用する企業が提案するビジネスモデルを後押しする規制改革や支援策等を実施。
	 我が国の強みである豊富で質の高いリアルデータの利活用を推進するため、適切なルール整備のあり方を検討。
	②オープンイノベーションに向けた知財マネジメントの推進
	 個々が有する多様な資源を持ち寄り、より大きな価値に変換することで社会からの共感を生む価値の創造・提供による社会変革。
	 オープンイノベーションに取り組む地域の中小・ベンチャー企業が公正かつ自由に競争できる環境の整備。
	③地域のエコシステム／中小・ベンチャー企業における知財戦略の強化
	 人（人材）・資金を地域外から呼び込み、循環させ、持続可能な価値の創出につなげるエコシステムの形成。
	 地域中小企業の事業成長につながる知財戦略構築のためのハンズオン支援等を行うことにより、知財の権利取得から戦略的活用までを見据えた、包括的な支援を強化。
	広域関東圏知財本部では、上記施策に留意しつつ、特に地方・中小企業の知財戦略強化支援について、広域関東圏知財本部に与えられた重要な役割として取り組む。
	また、特許庁は、知財分野における地域・中小企業支援に関する2019年度までの「地域知財活性化行動計画」（2016年9月26日決定）を改定し、特許庁、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）が地方自治体等の関係主体と連携して実施する次期行動計画として、2022年度までの3年間の「第2次地域知財活性化行動計画」（以下「第2次行動計画」）を策定した。
	＜第２次行動計画における基本方針＞
	（1）基本方針1：「ターゲットを意識した地域・中小企業支援の充実」
	関係主体ごとにターゲットを意識して、知財の権利化や利活用のための効果的な戦略の構築を支援し、中小企業の知財活用度のステージを引き上げることにより、企業の「稼ぐ力」 を強化する。特許庁及びINPITは、地域未来牽引企業等の知財活用のポテンシャルの高い企業をターゲットに、ハンズオンで事業成長までフォローアップ支援等を実施する。
	（2）基本方針2：「地域・中小企業の支援プレイヤーの連携と支援の融合」
	特許庁ほか関係省庁、他関係主体や地域の支援機関等との連携を強化し、各支援事業と特許庁による知財施策を組み合わせることで、横断的かつ一体的な支援体制を構築する。
	（3）基本方針3：「KPIの設定・共有と新たな情勢を踏まえた取組」
	各関係主体がKPIを設定し、PDCAサイクルを回しながら定期的に自己検証を行い、他関係主体に共有することで、関係主体間で活動状況を相互に把握する。
	特許庁では引き続き、知財の取得・活用を促進することで、地域・中小企業のイノベーション創出を支援し、我が国の成長力向上に寄与するとともに、地方創生にも資することを目指し、各取組のより一層の充実を図っていくとしている。当局でも、管内の自治体及び支援機関と連携を図りながら、地方・中小企業の知財戦略強化の観点から、地域におけるイノベーションの創出及び地域活性化に向け取り組む。
	当推進計画２０２１は、上記の政府知財戦略等に掲げられた重点事項に留意し、経営戦略における知的財産の活用の観点から、広域関東圏の中堅・中小企業等の産業競争力、すなわち「稼ぐ力」の強化を図る目的で策定するものである。
	Ⅲ　広域関東圏の地域特性・リソース、当局の強み
	２．オープンイノベーション等のための知財戦略支援プログラム事業（柱２）
	３．地域の持続的価値創出促進事業（柱３）

