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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 

 

内閣の知的財産戦略本部は、「知的財産推進計画２０１９（２０１９年６月２

１日）」において、これからの知財戦略は、知的財産立国を基盤としながら以下

の３つの柱によって価値デザインの実現を加速していくものとしている。 

第一の柱：「脱平均」の発想で、個々の主体を強化し、チャレンジを促す 

 （ベンチャーを後押しする支援、地方・中小企業の知財戦略強化支援等） 

第二の柱：分散した多様な個性の「融合」を通じた新結合を加速する 

 （オープンイノベーション（以下「OI」という。）の促進等） 

第三の柱：「共感」を通じて価値が実現しやすい環境を作る 

 （経営デザインシートの活用促進、地域中小企業のデザイン経営の促進等） 

広域関東圏知財本部では、上記柱を留意しつつ、特に、地方・中小企業の知財

戦略強化支援について、広域関東圏知財戦略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「地域知財活性化行動計画（２０１６年９月 26 日）」におい

て、①各経済産業局の「知的財産室」及び（独）工業所有権情報・研修館（以下

「INPIT」という。）の「知財総合支援窓口（４７都道府県）」が連携し、ワンス



 

トップサービスを提供すること、②「知的財産室」では、特許庁所管の産業財産

権だけでなく営業秘密、農業分野を含め、横断的な課題に対応すること、さらに、

③地域・中小企業に対する支援施策及び支援体制の実効性を高めるために、地域

それぞれにおいて、支援の取組の成果を客観的に評価できるよう、「都県ごとの

成果目標（KPI）」を設定することとした。それに基づき、当局では、都県及び知

財総合支援窓口と協議の上、２０１７年１２月に、管内地域の都県の特色を踏ま

えた２０１９年度までの KPI を設定し、PDCA サイクルを回し各都県とともに

成果を確認してきた。特許庁は引き続き、「第二次地域活性化行動計画（2020

年度～２０２２年度）」の策定を進めており、当局では、それに基づき、当局管

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２０２０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 

少子高齢化による人口減少が加速しており、地方から首都圏への労働人口の

転出超過、経営者の高齢化による後継者不足が大きな課題となっている。その

ような状況の中、若年層が地域に定着し、人口と経済活力が維持されるように

なるためには、地域を支える企業の「稼ぐ力」が向上し、その波及効果として

地域内外からの雇用や関連企業の成長による多様な「働く場」が創出され、地

域の人口と経済活力が維持されるという循環をつくっていく必要がある。地域

の企業が「稼ぐ力」を向上するためには、経営構造の転換が不可欠である。こ

れまでの大手企業からの発注に依存する下請け構造の下で、技術や品質を磨く

ことだけに重点を置いた「職人型経営」だけでは先細りとなってしまうことか

ら、規模を追わない多様な需要や、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」にシフトしていく

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。 

 

 ●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

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、地域ブランド推進室を新

設し、支援体制を強化する。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、食や観光資源など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

う。  



 

Ⅳ 推進計画２０２０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、地域の経済活力を向上し、活性化を図るためには、地域資源を活

用した売れる商品づくりや地域ブランドの創出・ブランド力の向上が効果的

である。 

推進計画２０２０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。 

 

柱１．知財経営定着支援（知財戦略・予防法務等）の強化 

（１） INPIT との連携による専門家チームによる伴走支援体制の拡充 

   地域の中堅・中小企業が利益率を上げる経営に取り組むためには、「知的

財産」を経営戦略上必要な経営資源として位置づけ、戦略的に活用する「知

財経営」を実践することが重要。知財経営定着に向けた支援は、企業の経営

や事業内容に即して実施すべきものであること、また、多岐にわたる経営課

題を踏まえ、多方面からアプローチすべきものであることから、複数の専門

家チームによる伴走支援体制の拡充を図ることが効果的である。 

 

（２） OI、自社製品開発、グローバル展開等の事業活動に取り組む企業への知   

財経営支援の強化（巻き込み企業の拡大） 

地域の中堅・中小企業等が利益率を上げる経営に取り組むためには、OI、

競争力ある自社製品の開発、グローバル展開等の事業活動（以下「OI 等の事

業活動」という。）を積極的に活用することが重要。各事業活動において成

果を上げるためには、効果的な知財戦略の取組が必要であり、そのための必

要な知識を学べる場や知財経営支援に有効な専門家と出会う場を創出し、知

財経営を踏まえた事業活動を実施する企業の拡大を図ることが効果的であ

る。 

 

柱２．知財経営支援人材のネットワークの構築 

   地域の中堅・中小企業の知財経営支援の取組を強化するためには、知財経 

営支援に必要とされる専門人材（中小企業診断士、弁理士、弁護士、デザイ

ナー等）が集積する広域関東圏の利点を活かし、多岐にわたる企業の経営課



 

題や事業課題に対応するために必要な専門家同士のネットワークの構築を

図ることが重要。その上で、地域の中堅・中小企業と知財経営を支援する専

門家との出会いの場を多く設けることが効果的である。 

 

柱３．地域資源を活用した商品づくり・ブランド化支援の強化 

地域活性化を図るためには、自治体、商工会、地域資源団体、支援機関等

地域のブランディングに取り組む地域連携体に対して、地域資源を活用した

商品づくりやブランド化の支援を強化することが重要。地域によって取組状

況や課題は異なることから、全体戦略を統括する者と、地域の課題に即した

専門家（ブランド専門家、デザイナー、弁理士、広報、バイヤー等）で構成

される新たな支援チームによるカスタマイズされた支援を行うことが効果

的である。 



 

Ⅴ 事業計画案 

 上記「Ⅳ 推進計画２０２０の取組の方向性」を踏まえ、以下の事業を計画す

る。  

 

カテゴリー１：知財経営定着に向けた支援・専門人材のネットワーク構築 

 

「知財経営の定着」とは、知財活動を企業経営に不可欠な活動として位置づけ

実践されている状態を指す。定着のためには、知財法制度・実務や知財戦略・知

財経営といった汎用的な知識とともに、それらを個別企業へ適用するための活

動として、知財活動の経営戦略上の目的・位置づけの明確化、知財活動を実践す

る仕組みの構築を行う必要がある。 

 

 

 

１．チーム伴走型知財経営モデル支援 

＜目的＞ 

地域未来牽引企業を始めとした地域の中堅・中小企業に対し、知財経営定着支

援による経営課題の解決、かつ、取組成果をモデル化し、他企業、他地域に展開

することを目的に、企業の課題に応じた複数の専門家によるチームを派遣する

伴走型支援を実施する。同時に、知財経営支援を行う専門家のネットワークの構

築を図ることを目的とする。 

＜事業内容＞ 

支援対象企業は、知財経営支援のモデル企業として、経営戦略の一環として知

財経営に主体的に取り組む企業（経営者が主体的に経営革新に取り組む等）、先

進性、モデル性のある企業、優れた知的財産を有する企業とし、公募により決定



 

する。支援チームの構成員は、多岐にわたる経営課題に対応できる中小企業診断

士、弁理士、弁護士、デザイナー等とし、公募により決定する。 

支援の取組結果については、成果報告会での発表に加え、事例集を作成・公表

する。それにより、知財経営による取組の普及や知財経営に必要な専門家と出会

う場の創出、専門人材のネットワークの構築を図る。 

 

２．ＯＩ等の事業活動における知財経営支援  

＜目的＞ 

地域の中堅・中小企業やベンチャー企業が、OI 等の事業活動を目指す際に必

要となる知財戦略・予防法務等の汎用的な知識について修得し、個別企業の事業

活動に活かすことを目的に、ワークショップ等や課題に応じた専門家とのマッ

チングによる伴走支援を実施する。 

＜事業内容＞ 

OI 等の事業活動ごとに必要な内容をテーマにしたワークショップやセミナー

を実施する。さらに、具体的に OI 等の事業活動に取り組んでいる企業に対して

は、個別企業の課題に応じた支援として、専門家による伴走支援を行う。 

成果報告会を開催し、専門家による伴走支援の成果内容の普及、事業活動に取

り組む上で必要となる専門家との出会い、専門人材のネットワークの構築を図

る。 

ワークショップ等のテーマ（例示）は以下のとおり 

●OI 推進のために必要な知財戦略・予防法務と専門家活用について 

●農水産物・食品企業の海外展開における知財戦略について 

●自社製品開発に向けた知財活用戦略について 

●自社のブランディング戦略（知財戦略的活用）について 

●知的財産の承継（知財の洗い出し・見える化・知財管理活用）について 

 

３．知財経営塾（金融機関と連携した小規模グループワーク等）  

＜目的＞ 

地域の中堅・中小企業やベンチャー企業に対し、個社の知的財産活動を経営

戦略上の目的からみる意識を与えることを目的に、金融機関と INPIT 知財総合

支援窓口と連携し、小規模グループワークによる勉強会等を実施する。 

＜事業内容＞ 

中小企業の経営者層を対象とした複数回からなる小規模の勉強会及び専門家

による個社訪問を通じて、新製品開発、販路拡大、海外展開、人材育成等、自社

の経営課題に対して知財活動の観点からアプローチし、解決策としてのビジネ

スプランを策定する。さらに、策定したビジネスプランに基づき、具体的な知財



 

経営に向けた支援を希望する企業を、INPIT 知財総合支援窓口と連携し支援す

る。 

 

カテゴリー２：地域資源活用支援 

 

地域資源を活用した商品づくり・ブランド化支援 

（１）個別地域型支援 

＜目的＞ 

 地域資源を活用し、地域ブランディングに取り組む自治体、支援機関、地域資

源団体等を含む地域連携体に対し、知的財産を戦略的に活用した売れる商品づ

くりを支援することを目的に、地域の多様な課題解決に資する専門家チームを

派遣する伴走型支援を実施する。 

＜事業内容＞ 

 地域の抱える課題に応じた専門家チームを編成する（ブランディング、デザイ

ン、広報の専門家等）。専門家チームのうち、１名を支援統括者とし、出口を見

据えた全体戦略の中で必要となる専門家を検討し、決定する。 

 また、地域ブランド製品が「売れる商品」にするため、コンサル支援に加え、

商談会等の市場テストを行い、結果を製品に反映させる。 

 そうした取組を事例としてとりまとめ、広く周知し、知的財産を活用した地域

ブランドのモデル事例として他地域への波及を目指す。 

 

（２）他地域連携型支援 

＜目的＞ 

 地域ブランドの育成の課題の一つである、他地域との連携促進及び売れる商

品づくりを目的に、地域団体商標の取得又は取得に向け取り組んでいる複数の

地域連携体に対し、連携促進を図りながら、商品開発及びブランド力の向上を支

援する。 

＜事業内容＞ 

 他地域の地域ブランドとの連携を希望する地域連携体に対し、専門家チーム

を派遣し、地域の要望、商品特性を踏まえ、専門的な見地から連携候補となる地

域ブランドを提示・マッチングし、製品開発を支援する。 

 個別地域型支援と同様、「売れる商品」にするため、コンサル支援に加え、商

談会等の市場テストを行い、結果を商品に反映させる。 

 地域ブランド育成における他地域連携のモデル事例として広く周知し、他地

域への波及を目指す。 

  



 

（３）地域牽引活動人材研修 

＜目的＞ 

 各地域における地域ブランドの育成を促進するには、地域で中心的かつ主体

的に活動し、地域ブランド推進する人材が不可欠である。そのため、地域ブラン

ディングを牽引する人材の支援を行う。同時に、他地域型連携を促進するため、

地域間のネットワークの構築を進める必要がある。 

＜事業内容＞ 

 地域ブランド育成に取り組む人材を対象とした研修会を実施し、知識面の補

完を行うとともに、他地域の人材と交流する機会を設け、地域間情報共有や連携

に資するネットワークの構築を促進する。 
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