
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２９年度「地域中小企業知的財産支援力強化事業」の交付先について～ 

 

各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局の知的財産室では、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２９年度は以下の２４件に交付決定いたしました。 

特許庁及び知的財産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（２４件）＞ 

局名 事業名 事業者 法人番号 概要 

関東 知的財産（意匠・商

標）を活用した海

外向け地域資源活

用商品の開発・販

路開拓支援事業 

株式会社               

Culture Generation 

Japan 

1010501032845 海外市場に精通した専門家を

招へいし、海外市場向け商品

のアドバイス、海外展示会、現

地の意見をフィードバックし、

知財の活用を含めた海外向

け商品開発、販路開拓の支援

を実施。 

関東 IoT 技術活用のた

めの知的財産活用

促進支援事業 

地方独立行政法人

神奈川県立産業技

術総合研究所 

1021005010931 IoT をはじめとした最新技術に

対応した知財戦略の方法につ

いて、企業に対して専門家等

によるコンサルティングを実施

し、総合的な知財支援を行う

ことによりモデルケースを構築

する。また、IoT を利用したビ

ジネス展開したい企業と自社

の保有する IoT 技術を製品化

したい企業とをマッチングを実

施。 

関東 中小企業における

知財評価を踏まえ

た資金ニーズへの

対応および知財活

用の課題解決に向

けたビジネスソリュ

ーション支援事業 

株式会社東京都民

銀行 

3010401020709 中小企業における知財活用

の課題をビジネスの観点から

評価及び分析し、抽出された

課題に対して単発的な出願等

の知財支援ではなく、知財活

用の課題を解決し、中長期で

の中小企業へのビジネスソリ

ューションを提供。 



関東 日本ブラジル

「CASA×生活雑

貨」デザイン知財

創造広域連携支援

事業 

株式会社コムブリッ

ジ 

4011101043890 日本の工芸品の意匠、地域

団体商標の価値を相手国市

場で広く周知し、新たな価値と

して対象国の生活空間の様

式にマッチした生活雑貨のデ

ザイン手法を開発し、その構

成要素・プロセスの知財化を

図ると共に、現地においても

知財を権利化し、現地バイヤ

ー等とマッチングを行い商品

開発から流通に至るまで一気

通貫で支援を実施。 

関東 AI・IoT・ビッグデー

タ分野における広

域的産学連携推進

事業 

株式会社キャンパ

スクリエイト 

6010901003284 AI・IoT・ビックデータ分野を対

象とし、地方大学を中心とした

全国の大学が保有する知財

等のシーズと、首都圏を中心

とした新規事業への取組ニー

ズを保有する企業とのマッチ

ングを実施。 

関東 知的財産の見える

化による地域中小

企業の新規開発や

事業化支援 

株式会社信州ＴＬＯ 7100001010584 大学知財のコンセプトモデル

等の作製による知財の見える

化を実現し、地域中小企業に

よる大学知財の理解を深め、

創作・協働を通じた、大学知

財の活用による価値実現（オ

ープンイノベーション）を行い、

地域中小企業の新規開発や

事業化支援を実施。 

関東 知的財産等の地域

資源を活用したイ

ンバウンド富裕層

を対象とした持続

的な地域誘客のた

めの仕組み構築事

業 

株式会社料理通信

社 

9011101040355 知財等の地域資源を活かしイ

ンバウンドゴールデンルート以

外の地域への誘客を促進す

るために、都内富裕層向けの

ホテルのコンシェルジュ等と連

携し持続的に送客する仕組み

を構築し、地域におけるイン

バウンド受入体制の構築及び

知財を活用した地域資源等の

ブランディングの支援を実施。 



中部 北陸線沿線地域中

小企業知的財産支

援力強化事業 

国立大学法人富山

大学 

4230005003054 北陸本線沿線の大学（富山大

学、金沢大学、北陸先端科学

技術大学大学院、福井大学）

等が連携し、沿線中小企業の

大学等との知財を介した課題

解決型検討、共同研究からの

新たな知財創出や知財戦略

立案を通し、中小企業の知財

経営力の向上を図る。 

中部 超・未来価値創造

プロジェクト 

一般社団法人未来

マトリクス 

8180005016322 研究機関としての大学（シー

ズ）と大企業（ニーズ）との連

携が中心であった従来型の産

学連携ではなく、新たなモノづ

くりネットワークとして、中小企

業の持つ知財・技術・ノウハウ

等のシーズと大学や学生の持

つニーズ・アイデアを連携させ

る仕組みを構築。 

中部 ニーズ発の知財ビ

ジネスマッチング

の促進と裾野拡大

事業 

公益財団法人あい

ち産業振興機構 

9180005014358 特許活用コーディネーターや

開放特許専門調査員を設置し 

クローズ型で個別面談を実施

することで、中小企業と大企

業のマッチングを効果的に促

進。また、地域金融機関、公

設試験研究機関等や基礎自

治体等との連携を通じ、自立

的、継続的な取組につなげる

ための支援を実施。 

近畿 知財活用中小企業

の事業開発の為の

スーパーコーディ

ネーターネットワー

ク構築試行事業 

公益財団法人大阪

市都市型産業振興

センター 

3120005015276 従来、個人的なつながりで支

援活動を行っていたコーディ

ネーターのネットワークを中

小・ベンチャー企業が使いや

すくなる仕組みを作り支援成

果を上げるとともに、支援機関

が広域連携できる体制を構

築。 

近畿 特徴のある技術・ノ

ウハウを軸にした

公益財団法人京都

高度技術研究所 

3130005002942 京都市域において、成長意欲

の高い「ものづくり中小企業」



ブランド力の構築と

海外販路開拓によ

る中小企業の売上

向上支援事業 

の特徴のある技術・ノウハウ

(知財)に焦点を当て、他者に

は真似できない優位性の確立

と、そのブランド化を図り、国

内市場はもとより、海外市場

への展開可能性を探りなが

ら、ものづくり中小企業の売上

向上を支援。 

近畿 しが知財ビジネス

マッチング基盤形

成事業 

一般社団法人滋賀

県発明協会 

3160005008722 大企業等開放特許と中小企

業とのマッチングを金融機関

等と連携しながら進めるため

の基盤形成事業。 

近畿 関西公立３大学に

よる提案型オープ

ンイノベーション戦

略 

公立大学法人大阪

市立大学 

5120005010077 「オープンイノベーション」を産

学連携の場で実践するべく、

大学が保有する知財を地域

中小企業に展開することがで

きるようにビジネスプランを作

成し、大学シーズの市場機会

を加速する仕組みづくりを行

う。 

近畿 工学とデザインの

融合による地域中

小企業の大学知的

財産活用促進・新

事業開発支援事業 

国立大学法人神戸

大学 

5140005004060 参画機関を含めた３大学の広

域連携により、神戸大・徳島

大等の工学分野技術シーズと

京都精華大のデザイン・シン

キング手法を活用して、地域

中小企業のニーズに応じた新

製品・サービスの開発を実

施。 

中国 知的財産活用によ

る「地域密着連携

型オープンイノベ

ーション」プロジェ

クト 

株式会社 YMFG 

ZONE プラニング 

3250001015465 前年度の「広域連携型オープ

ンイノベーション」をさらに発展

させ、現在進行中案件の事業

化支援ならびに、新規事業化

案件の発掘に向けたより具体

的な支援を実施。 

中国 徳山高専・神戸大

学広域連携による

試作志向型 POC

を用いた中小もの

徳山工業高等専門

学校 

8010105000820 徳山高専と神戸大学の広域

連携により、「試作志向型

POC（Proof of concept）」を用

いた山口県東部・関西地域の



づくり企業の知的

財産創出促進・新

規事業開発支援 

中小ものづくり企業と高専・大

学の連携による知財創出の

促進を実施。 

中国 地域創成に関する

専門教育機関と中

小企業の連携支援

事業 

有限会社山口ティ

ー・エル・オー 

8250002006723 専門性の高い高校に対して、

地域の中小企業の連携を強

化可能とすべく、知財を活用し

たブランド力強化を目的とした

支援を実施。 

四国 開放特許を活用し

た新事業創出プロ

ジェクト 

株式会社四国銀行 7490001000786 大企業等の開放特許と高知

県内の中小企業をマッチング

し、新製品や新事業の創出に

つなげるプロジェクト。  

開放特許の内容を分かりやす

く伝え、新製品や新事業のア

イデアを生み出しやすくする

共創ツール（インスピレーショ

ン支援カード）を製作する。ま

た、ツールを活用した新製品

や新事業のアイデアを生み出

すアイデアソン（ワークショップ

イベント）を開催。 

九州 三機関連携体

Joint-IFF による北

部九州・山口地域

中小企業の実践的

知財力、デザイン

開発力強化実践プ

ログラム 

公益財団法人福岡

県産業・科学技術

振興財団 

3290005001045 ものづくり中小企業が経営に

活かせるよう知財活用、洞察

力を養成するために必要とな

るデザイン思考の活用方法等

を中小企業に普及するための

システムを構築。オープンセミ

ナー等による企業分析力、デ

ザイン思考のためのカリキュ

ラム、テキストの作成を実施。 

九州 デザイン要素を組

み込んだ医療・福

祉機器開発連携活

動の活性化と新し

い医工連携活動の

仕組み構築事業 

一般財団法人九州

産業技術センター 

3290005013775 医療関係等の企業が広く参加

できるセミナーを実施し、優れ

たデザイン性という新たな付

加価値をもつ医療・福祉機器

開発を促進することで意匠権

の活用の底上げを行う。 

九州 知的財産を活用し

た事業化を目的と

有限責任監査法人

トーマツ 

5010405001703 顧客ニーズの支持が得られる

製品開発、新たな事業展開を



したアクセラレーシ

ョンプログラム 

出口を見据えて伴走型で支

援。ベンチャー・中小企業に新

規事業・新規製品をデザイン

する力を身につける機会を創

出。 

九州 大分県知財ビジネ

スマッチング事業

～知財によるオー

プンイノベーション

～ 

一般社団法人大分

県発明協会 

9320005002570 大分県内の中小企業等の知

財活動を促進し、新事業創出

を促すべく、大企業等の開放

特許（他社へライセンス可能

な特許等の知財）を紹介する

とともに、個別の相談会を実

施。 

沖縄 中小企業ブランド

力向上パッケージ

デザイン開発事業 

株式会社 Blueship

沖縄 

8011801027355 海外展開を目指す中小企業

に対して、商品パッケージのリ

デザインを支援する。 

 

＜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） 


