
広域関東圏知的財産戦略推進計画２０２０
概要版



１．関東経済産業局の地域における取組方針
（１）地域中堅・中小企業の「稼ぐ力」の向上
（２）「稼ぐ力」に向けた地域企業の構造変革と知財活用
（３）広域関東圏の地域特性・リソース、当局の強み

２．推進計画２０２０の取組の方向性
柱１ 知財経営定着支援の強化
（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
（２）OI等の事業活動に取り組む企業への知財経営支援の強化
柱２．知財経営支援人材のネットワークの構築
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

３．事業計画案（全体図）
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地域への付加価値の増加
地域ブランド力の上昇

地域を支える企業の
「稼ぐ力」向上

人口増加
地域経済の活力アップ

地域への波及効果
（地域内外からの雇用）
（関連企業の成長）

地域の企業が稼ぎ、雇用を創り、地域の人口と経済活力を維持し
ていくという循環を作っていく。

地域の抱える課題

人口減少
人口流出

地域経済の
活力減

地域企業を支える
基盤の劣化

（需要減少・人手不足）

地域の抱える課題

１. (１) 地域中堅・中小企業の「稼ぐ力」の向上
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１.(２) 「稼ぐ力」に向けた地域企業の構造変革と知財活用

技術や品質を磨くことに重点（職人型経営） 利益率を上げる経営（商品開発、販路開拓・受注力）

高度技術

自社製品開発

ベンチャー

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
外部との
ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

・独自に商品開発
・グローバル展開

知財活動

大手企業

下請
構造

・大手企業と請負企
業群との受発注 価格決定力

M&A

規模の経済、大量生産、効率性追求 ・多様なマーケット、付加価値追及
・第4次産業革命 / Connected Industries

知財活動

利益率を上げる経営にシフトしていくためには、独自商品
やサービスの開発、新たな市場獲得のためのグローバル展
開、ブランディング、外部とのオープンイノベーション、デザイン
経営等に取り組むことが重要。その際には、知財を経営戦
略上必要な資源として戦略的に活用する「知財経営」へ
の取組が不可欠。

事業承継

大量生産モデル 高付加価値モデル
（Hidden Champion型）

短納期

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
は先細り。品質の高い製品を生み出す技術やノウハウ、
研究データ等知財はあるものの、自らの知財に関する
認識は低く、知財を経営資源として適切な管理、活
用はしていない。

ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ



１.(３) 広域関東圏の地域特性・リソース、当局の強み

企業の稼ぐ力→地域全体の活性化

広域関東圏のリソース①

大企業の約６割、大学の

約４割、さらに公設試も多

数存在しており、それらの

技術やノウハウが蓄積。

広域関東圏のリソース②

弁理士、中小企業診断士

弁護士、デザイナー等の

専門家が多数存在。

当局の強み

・９０を超える金融機関との
ネットワーク

・当局管内都県・基礎自治体との
ネットワーク

・当局をハブとしたオープンイノ
ベーションプラットフォームの構
築

・一気通貫した支援に対応した
地域ブランド推進体制の構築

●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課題。

知財経営・
地域ブランディングの推進
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柱１．知財経営定着支援（知財戦略・予防法務等）の強化

柱２．知財経営支援人材のネットワークの構築

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

（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 ＜支援体制の拡充＞

（２）オープンイノベーション、自社製品開発、グローバル展開等の事業活動（OI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＞

自治体等が連携して地域のブランディングに取り組む地域に対して、全体戦略を統括する者と地域
の課題に即した専門家（広報、デザイナー、弁理士、バイヤー等）で構成される新たな支援チーム
を派遣によるカスタマイズした支援の実施 ＜新たな支援チームの構築＞

２．推進計画２０２０の取組の方向性

企業の利益率を上げる経営を実践するため、戦略的な事業活動の推進に不可欠な知財経
営の定着を推進
知財経営支援人材のネットワークの構築とともに、地域活性化につなげるための商品づくりや
ブランディングを行い、地域での売り上げ拡大、交流人口増大を推進

専門人材（診断士、弁理士、弁護士、デザイナー等）が集積する関東圏の利点を活かし、多岐に
わたる企業の課題に対応する支援チームのネットワークの構築 ＜支援人材ネットワークの構築＞
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地域未来牽引企業を始めとした中堅・中小企業に対し、専門家チームによる伴走支援体制の
拡充を図り、成果事例を創出、他企業・地域へ展開することで波及効果を高めることが重要。

柱１ 知財経営定着支援の強化
(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

・局内に知財経営支援の実践・知見・ノウハウを蓄積し、モデル化
→他企業、支援機関への展開！
・地域支援機関と連携し、フォローアップをしながら、成果事例を創出
→他企業・他地域に展開することで波及効果を高める！

関東経済産業局

① チーム伴走型知財経営モデル支援事業（企業公募）
企業課題を踏まえた
専門家チーム 伴走支援

中堅・中小企業
知財経営定着に意欲的な企業

※事業終了後も
継続サポートを実施する
体制の構築

知
財
経
営
導
入
・
定
着

(独）工業所有権情報・
研修館（INPIT）

関東経済産業局

② INPITとの連携による知財経営支援（企業局発掘）

伴走支援 中小企業等
地域未来牽引企業・地域中核企業等

経営・ビジネス目線

・局から、支援対象企業（①事業の対象企業への継続支援の場合あり）をINPITにつなぐ。

企業をつなぐ 知財総合
支援窓口

・企業の公募（対象条件の明示）
・課題に応じた専門家チームの編成

・専門家チームの派遣
(独）工業所有権情報・
研修館（INPIT）

知財総合
支援窓口
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企業課題を踏まえた
専門家チーム



柱１ 知財経営定着支援の強化
（２）OI等の事業活動に取り組む企業への知財経営支援の強化
オープンイノベーション、自社製品開発、グローバル展開等の事業活動（OI等の事業活動）を
効果的に実施するためには、自社の強みとなる知財の把握、戦略的な保護・活用、連携企業との
契約戦略等の知財経営への取組が重要。
上記事業に取り組む企業に対し、知財戦略・予防法務等を学ぶ場及び必要な専門家と出会う
場を設けることが必要。

オープンイノベーションやグローバル展開等の事業活動に取り組む企業に対し、知財経営の気づきに加え、
各種事業活動を推進するために必要な知識を学ぶ機会及び専門家との出会いの場を提供。
さらに、事業実施上の具体的な課題を有する企業に対し、課題に応じた専門家による伴走支援を実施！

オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
新
規
事
業
・

グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
等

中堅・中小企業等

知財戦略・予防法務等
に関する

ワークショップ等

知財戦略の重要性への気づき

専門家との出会い

関東経済産業局

コンサルチーム

弁護士・弁理士・
中小企業診断士等

専門家
中小企業等

・各社のオープンイノ
ベーションに向けた課
題を抽出
・課題に適した専門家
をマッチングし、派遣

成果報告会

・支援成果の
普及
・専門人材の
ネットワーク
・専門家と企
業の出会いの
場

専門家
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知財経営定着のための支援は、経営戦略を前提に、企業の課題に対応する必要があることか
ら、特定の専門家では足りず、専門家による支援チームを派遣することが効果的。
知財経営に効果的な多様な専門家を募集し、企業支援をチームで実践することで、地域に知
財経営における専門家のネットワークを構築。
成果事例集を作成・公表することで、地域への波及効果を高めることが重要。

知
財
経
営
定
着
企
業
の
増
加

第三者評価の実施
成果報告会

支援者のスキルアップ

審査委員会の設置・開催

モデル支援企業

関東経済産業局

 支援方針、支援内容の中間・最終確認等・知財経営コンサル実績
のある専門家に、チーム
リーダーを依頼。
・チームリーダーは、企業
ヒアリングをし、企業の課
題に応じたチームを編成。

柱２ 知財経営支援人材のネットワークの構築

企業支援に実績のある
有識者等により構成

INPITとも連携
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・支援成果の普及
・専門人材のネット
ワーク
・専門家と企業の
出会いの場

座学研修の実施
 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
 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

選定後

診断士

弁理士 弁護士

デザイナー

リーダー

※職種はイメージ

デザイン経営

オープンイノベーション

専門家募集 支援チームの編成 公募により決定



全体戦略を統括する者と地域の課題に即した専門家による支援チームを、自治体・商工会、地
域資源団体、支援機関等を含む地域連携体に派遣し、出口を見据えた支援を実施。
個別地域型及び他地域連携型の支援を行うことで、多様なモデルケースを創出。
地域ブランドの取組が地域に根付くには、地域で主体的に活動し、地域を牽引するリーダーの存
在が重要。地域活動人材の知識向上、ネットワーク構築のための研修を開催。

（１）個別地域型、他地域連携型支援

（２）地域牽引活動人材研修

派遣

弁理士・情報発信・
デザイナー等の専門家

支援チーム 地域連携体

地域資源
団体

自治体 支援機関、知財
総合支援窓口等

ブランド力向上による
付加価値化

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

研修の開催

コンサル
チームの
構築

製品単価UP売上
拡大
交流人口増大 等

関東経済産業局

関東経済産業局

専門家、実践者による
講義、ワークショップ等

地域のブランド推
進体制の強化
地域間連携の促進
等

全体統括者

9知識向上、ネットワーク構築

ブランドコンセプ
ト策定、製品開
発、広報媒体に
よるPR等



２０２０年度は、柱１から柱３を重点事項として事業を実施。事業計画案は以下のとおり

知財経営定着支援・専門人材のネットワーク構築 地域資源活用支援

３．事業計画案（全体図）

チーム伴走型知財経営モデル支援

オープンイノベーション等事業活動における知財経営支援

地域資源を活用した商品づくり
ブランド化支援
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地域知財活性化行動計画等に基づく自治体等との連携した取組

地域の中堅・中小企業に対し、経営戦略に基づいた知財戦略支援を実施し、知
財経営定着を目指す。企業の課題に対応するため、経営戦略を前提とした専門
家チームによる支援を実施。知財経営支援実績のあるリーダーを中心とした支援
チーム（中小企業診断士、弁理士、弁護士、デザイナー等）を編成、伴走支援
を行う。支援成果は他社、他地域のモデルとなるよう普及するとともに、専門人材の
ネットワーク及び専門家と企業の出会いの場の構築を目指す。

必要な知識（知財戦略、予防法務等）を与えること、必要な専門家の活用を促
すことにより、オープンイノベーション等の企業の事業活動を推進することを目指す。そ
のため、企業と専門家との出会いの場づくり、専門家同士のネットワークの構築を目
指す。

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等に対し、全体
戦略を統括する者と地域の課題に即
した専門家（広報、デザイナー、弁理
士、バイヤー等）で構成される支援
チームの派遣によるカスタマイズした支
援を実施。また、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。さらに、地域ブランド育成に取り組
む地域活動人材に対し研修を実施し、
各地域を牽引する人材の活動を支
援する。

「地域知財活性化行動計画」に対応し、自治体の産業ビジョン等の達成を知財面から支援、自治体や地域の支援
機関との連携を強化することを目指す。
また、金融機関との連携により、中小企業等が自社の知財活用についての気づきを得る機会の提供を目指す。
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