
先導的・先進的な地域による知財の取組を支援します 

～平成２８年度「地域中小企業知的財産支援力強化事業」の交付先が決定しました～ 

 

 各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局の特許室では、地域の知財支援体制の構築や連携強化

を通じた知財支援力の向上を図るため、地域の先導的・先進的な知財の取組を支援する「地域中

小企業知的財産支援力強化事業」を実施しています。 

平成２８年度は以下の２６件に交付決定いたしました。 

特許庁及び特許室では意欲の高い地域による先導的・先進的な取組を伴走型で支援すること等

を通じ、知財を活用した地域再生に貢献していきます。 

 

＜採択一覧（２６件）＞ 

 

局名 事業名 事業者 法人番号 概要 

北海

道 

北海道産酒の欧州

ブランディングのた

めの「デザイン力

強化」事業 

（株）JTB 北海道 5430001007087 北海道産日本酒の「トータル

デザイン力」を強化し、デザイ

ン企画、商品開発、欧州高級

テイストのデザイン開発のノウ

ハウの収集及び海外商談会

（デザインマッチング）を行い、

その成果をウェブサイト、セミ

ナー等により一般公開し、北

海道地域のデザイン力向上を

図る。 

 

東北 秋田・岩手・青森の

北東北３銀行３大

学連携でつなぐ地

域版 TLO

「Netbixplus+」事業 

秋田大学 2410005001280 北東北における知財流通を活

性化させることを目的に、秋

田・岩手・青森銀行の顧客情

報共有ネットワークを活用し、

大学保有特許や研究情報を

分析、共有し、支店にあがっ

てくる顧客ニーズとのマッチン

グを行う。 

 

関東 大学広域連携によ

る中小企業知的財

産活用支援サービ

ス事業 

東京電機大学 3011805002185 ２０大学・機関によるワンストッ

プ型 TLO ネットワークを活用

し、地域の金融機関と連携し、

中小企業の知財意識向上を

図ると共に、地域の中小企業



の新事業創出や新たな販路

開拓等の支援を行う。 

 

関東 北陸新幹線沿線地

域中小企業の知的

財産創出・活用に

よる地方創成に向

けた事業化支援 

（株）信州 TLO 7100001010584 北陸新幹線沿線中小企業に

よる大学知財活用に基づく課

題解決型共同開発や、知的

財産の創出、知財戦略の立

案を行い、中小企業の知的財

産活用による事業化をワンス

トップで支援する。 

 

関東 スマートコミュニテ

ィの実現に向け意

欲的な地域におけ

る知財流通可能性

実証事業 

（株）日本能率協会

コンサルティング 

7010401023055 大企業や中小企業が保有す

る知財の活用を通じてスマー

トコミュニティ実現の加速化や

中小企業のスマートコミュニテ

ィ事業への参入促進を図るた

め、地域を越えた企業間連携

によりスマートコミュニティ関

連の新製品・サービスの創出

等を目指す。 

 

関東 地域資源活用商品

デザイン・ブランド

創造・活用支援事

業 

（株）リベルタス・コ

ンサルティング 

4010401058533 「地域資源」事業者の知財活

用の促進及び、商品のデザイ

ン（意匠）活用、ブランド戦略

の支援を行い、モデル事業と

して、関東甲信越静地域への

普及啓発を図る。 

 

関東 地域中小企業技術

開発における戦略

的知財標準化ビジ

ネスモデル促進事

業 

静岡大学 7080005003835 本来高い技術力を有する中

堅・中小企業の技術・製品ス

ペック、性能等の優位性を活

かした標準化戦略の構築を目

指す。 

 

関東 ２０２０年東京オリ

ンピック・パラリン

ピックを見据えた、

ユニヴァーサルデ

東京東信用金庫 2010605000978 ２０２０年東京オリンピック・パ

ラリンピックを見据えたインバ

ウンドの推進、海外への日本

の魅力の発信について、デザ



ザイン活用による

地域活性化支援事

業 

インの観点から取り組むこと

で、意匠、商標等の知的財産

権の創出・活用を促進すると

ともに、参加する中小企業、

学生の知財意識の向上、地

域金融機関としての知財支援

力の強化を図る。 

 

中部 知財ビジネスマッ

チング支援人材育

成・強化事業 

（公財）あいち産業

振興機構 

9180005014358 大企業と中小企業の橋渡し・

事業化支援を中心に行う「特

許活用コーディネーター」を新

たに設置するとともに、金融機

関や自治体、支援機関の支

援人材を対象とした勉強会等

を通じて、その育成・強化を図

り、地域全体で体制を整備す

る。 

 

中部 中小企業のデザイ

ン力強化による売

れる商品づくり体

感事業「逸品に

ReDesign プロジェ

クト」 

（株）中日アド企画 7180001037942 既に商品化されている商品の

うち、魅力が発揮できず埋も

れている商品に焦点をあて、

専門家による商品コンセプト

の構築からネーミング・パッケ

ージデザインまでのフルパッ

ケージ支援を実施する。 

 

中部 未来価値創造プロ

ジェクト 

（一社）中部産業連

盟 

8180005014573 地域の強みである産業技術

力を活かし、オープンイノベー

ションによる知財活用を促し、

中小製造業の新規事業開発

等の可能性拡大に寄与する。 

 

中部 中部地域における

知財を活用した標

準化活用促進支援

事業 

（株）三菱 UFJ ﾘｻｰ

ﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

3010401011971 標準化に対する理解・認知を

高める取組と基盤活用を促す

支援により標準化活用を促進

させる。 

 

中部 大学知財を活用し 名古屋工業大学 2180005006072 大学のシーズを中小企業の



たプロモーション人

材をハブとする地

域間連携による中

小企業支援 

目線で効果的にプロモーショ

ンできるプロモーション人材を

育成・活用し、地域間連携の

モデルを構築し、大学の知的

財産の地域中小企業での活

用を促進する。 

 

近畿 国際デザイン交流

による地域デザイ

ン力強化のための

プラットフォーム形

成事業 

 

（一財）大阪デザイ

ンセンター 

5120005003915 日本とフランスとのデザイン交

流を深め、海外ニーズに合っ

たデザイン価値開発を実践す

る。 

近畿 IoT 等の新 IT 分野

における知財活用

ビジネス推進プラッ

トフォーム作り 

（一財）関西情報セ

ンター 

5120005015290 ＩｏＴ等の新ＩＴ分野において、

新たに知財を創出する場及び

既にある知財から新たな価値

を創造する場を提供する先進

的なプラットフォーム作りを行

う。 

 

近畿 試作志向型

POC(Proof of 

concept)創成によ

る地域中小企業の

大学知的財産活用

促進・新事業開発

支援事業 

神戸大学 5140005004060 大学知的財産と地域中小企

業事業化との間に存在するギ

ャップを埋める仕組み「試作志

向型 POC」を創成し、関西・四

国地域の中小企業の大学知

的財産活用の促進を行うとと

もに、大学知的財産を活用し

た新事業開発支援を行う。 

 

近畿 滋賀県及び福井県

における産業財産

権の伴走型高度化

支援事業 

（一社）滋賀県発明

協会 

3160005008722 滋賀県・福井県のものづくり企

業に対して、知財による企業

活動の高度化を図るための伴

走型支援を行うとともに、地域

特産物、農水産物のブランド

価値向上のために、団体等に

対して地域団体商標等の取

得、活用に関する各種支援を

行う。 



 

中国 金融機関連携型地

域中小企業知財初

出願等支援事業 

（株）もみじ銀行 3240001012810 知財初出願セミナーを開催

し、出願手続きに関する普及

を行うとともに、初出願に臨む

意欲がある企業に対し、日本

弁理士会と連携し先行技術調

査や出願手続を行う。 

 

中国 知的財産活用によ

る「広域連携型オ

ープンイノベーショ

ン」プロジェクト 

（株）YMFG ZONE

プランニング 

3250001015465 金融機関のネットワークを活

用し、知財活用セミナー、マッ

チングフェア、事業化ワークシ

ョップ及び知財評価書の取得

支援を行い、シーズ・ニーズの

発掘、マッチング機会の創出

を図る。 

 

中国 2016 知財ビジネス

マッチング in 鳥取 

（公財）鳥取県産業

振興機構 

1270005004844 優れた新製品を低コスト・短納

期で作ることや技術力向上を

目指す中小企業へ、大企業の

活用範囲の広い特許（技術、

素材）を紹介し、新たな事業創

出を生み出す場を提供する。 

 

中国 広島市・広域都市

圏域大学群と地域

企業との新事業創

出プラットフォーム

構築事業 

（株）Hint 

 

1240001045275 域内の大学や企業に潜在す

る特許等の知財や人材・商流

など優れたリソースを並び替

え、高い市場性を有する価値

ある事業シーズを生み出すオ

ープン・プラットフォームの確

立を目指す。 

 

中国 広島広域都市圏の

「製造業の連携」×

「クリエイター」よる

観光客向け 

新ブランドの構築

事業 

（株）ソアラサービス 4240001021331 ものづくり産業における中小

企業の更なる競争力強化を図

るため、デザインによる商品

の付加価値を向上させると同

時に、広島の新ブランドを構

築。新たな商材・販路開拓な

ど次世代に向けた変革に取り



組む。 

 

四国 知財経営浸透に向

けた企業及び支援

コーディネーター人

材の育成事業 

（一財）四国産業・

技術振興センター 

4470005005299 知財経営の浸透を図るため、

四国地域の「中核的企業」及

び、それら企業の支援・育成

を行っている「コーディネータ

ー」を対象に、個別コンサルテ

ィング、研修等を実施する。 

 

九州 デザインによる地

域活性化のプラッ

トフォーム構築事

業 

特定非営利活動法

人 FUKUOKA デザ

インリーグ 

6290005004598 九州及び全国の中小企業と

デザイナーのネットワーク構

築を目指すデザインサミットの

開催、地元企業の問題解決を

通じて支援者のスキルアップ

を図るワークショップ、普及啓

発テキスト（小中学生向け及

び企業向け）の作成等を行

い、九州全体のデザイン（意

匠）意識の底上げを図る。 

 

九州 九州の基幹産業と

大学シーズ・知財

による成長分野展

開（九州モデル）創

出事業 

（一財）九州地域産

業活性化センター 

6290005013756 地域の基幹産業である半導

体産業について、これまで培

った世界トップクラスのものづ

くり技術を、大学シーズを活用

し、マッチングを通じて成長分

野（医療、農業等）へ展開し、

新たなビジネスの創出を図

る。 

 

沖縄 中小企業の初めて

の特許等の出願を

促す事業 

（一社）沖縄県発明

協会 

7360005004012 初めて出願する中小企業の

出願費用を補助する（出願～

中間手続までの定額補助を想

定）。その他、知財未活用企

業を対象に、説明会等での普

及啓発や出願ホットラインの

設置等により、新たな出願ニ

ーズを発掘する。 

 



 
＜この記事に関するお問い合わせ＞ 

特許庁総務部 普及支援課 地域調整班 
電話：03-3581-1101（内線 2107） 


