
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３０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３０年度は以下の２８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、知財を活用した地方創生に貢献していきます。 

 

＜採択一覧（２８件）＞ 

局名 事業名 事業者 法人番号 概要 

北海道 北海道と北陸の

両地域における企

業と大学の共同

研究及び知的財

産活用、ビジネス

化支援強化に向

けた文理融合事

業 

国立大学法人小

樽商科大学 

9430005008078 地域理系大学の研究者が持

つ優れた知財・研究シーズの

事業化を支援する「文理融

合」を掲げ、そのノウハウを有

する小樽商科大学がコーディ

ネーターとなり、中小企業と大

学が有する知財・技術シーズ

のマッチングから事業化まで

のトータルな支援を行う仕組

み作りを行う。 

北海道 広域鋳物ネットワ

ークにおける鋳造

技術に関した発展

的システムの構築 

国立大学法人室

蘭工業大学 

4430005010204 室蘭工業大学が有する次世

代型鋳造技術に関する知的

財産を、11 都道府県からなる

広域鋳物ネットワークである

「特殊鋳物協同組合」に提供

し、参画企業間の技術の底上

げ・平準化、室蘭工業大学に

おける品質評価の知見・技術

の蓄積を通じ、大学における

知的財産活用の促進と地域

中小企業における知的財産

創出が循環する仕組み作りを

行う。 

東北 広域連携プラット

フォーム「知財経

営支援バンカー」

国立大学法人山

形大学 

8390005002565 山形大学産学金連携プラット

フォームの金融機関、イノベー

ションネットワーク・あおもりの



育成事業 金融機関、地域金融機関連

携型課題解決支援事業（荒川

区）に参加の金融機関に対

し、中小企業内に眠っている

知財の掘り起こしを行い、中

小企業が保有する知財の事

業的価値を評価し、保有する

知財の価値を最大限生かす

方法を考えることのできる銀

行員（知財経営支援バンカー）

の育成を図る。 

関東 生活支援ロボット

の知的財産・デザ

イン活用による商

品化促進支援事

業 

地方独立行政法

人神奈川県立産

業技術総合研究

所 

1021005010931 生活支援ロボットの実用化や

普及促進に向けて、社会課

題、経済環境、顧客ニーズに

対応した魅力的で商品力のあ

るデザイン開発を支援すると

ともに、企業の競争優位と企

業価値を高める知財支援を実

施する。 

関東 中小企業の知的

財産活用型つな

がるものづくりの

仕組み構築・普及

事業 

一般社団法人イ

ンダストリアル・

バリューチェー

ン・イニシアティ

ブ 

1010005025445 東京の町工場による連携グル

ープにおいて、生産技術のデ

ジタル化と共有による技能伝

承の促進、各企業の加工能

力（設備や職人の負荷予定）

や品質、トレーサビリティ情報

の共有を行う仕組み等の構築

を支援し、リファレンスモデル

化するとともに、他地域展開

におけるモデルケース作りを

行う。 

関東 知財人材スキル

標準を指標とした

首都圏西部地域

企業の知的財産

活動強化の仕組

み構築 

一般社団法人首

都圏産業活性化

協会   

6010105001481 首都圏西部地域の中小企業

が事業戦略・研究開発戦略・

知財戦略を三位一対とした経

営戦略を立案できるよう、関

連 3 機関が連携し、知財人材

スキル標準を用いて企業内の

知財人材の育成を図る。同時

に、企業内の知財人材の育成



を担当する中小企業支援者

不足を解消するため、中小企

業支援者の育成を図る。 

関東 クリエイターを活

用した大企業開放

特許の事業化促

進事業 

株式会社クリー

ク・アンド・リバー

社 

1010001101101 大企業の知的財産と中小企

業のマッチング事業におい

て、クリエイター等を活用して

知的財産の活用方法や事業

化アイデアを提案することによ

り、マッチング率の向上と参加

企業の意欲喚起を行う。 

関東 プロデュース人材

を活用した地域資

源活用商品のブラ

ンディング支援事

業 

株式会社ジェイ

アール東日本企

画 

7011001029649 地域ブランディング支援に長

けている企業、専門家を選定

し、地域資源関連事業者に対

して、ブランディングの手法や

留意点を学ぶセミナー等を開

催する。また、伝統工芸品関

係の事業者等に対して国内外

におけるデザインのアドバイ

スを実施し、地域ブランディン

グの手法を用いた地域資源

関連事業者グループによる海

外展開支援を行う。 

中部 ニーズ発知財ビジ

ネスマッチングの

さらなる発展とシ

ーズ拡大事業 

公益財団法人あ

いち産業振興機

構 

9180005014358 大企業等が保有する未利用

特許を開放し、中小企業へ活

用を促し、新製品開発及び新

規事業創出を目的とした取組

を実施する。 

中部 北陸線沿線地域

中小企業知的財

支援力強化事業

～しらさぎ２プロジ

ェクト 

国立大学法人富

山大学 

4230005003054 経済団体・産業団体等の学外

機関の協力を得て地域の産

業情報を収集し、中小企業に

対して、北陸 4 大学の有する

単独出願リストや研究者情報

をまとめたポートフォリオ的提

案を行うとともに、動画等のプ

ロモーションツールを作成す

る。 

中部 「モノ語り」プロジェ

クト：産学連携機

公益財団法人名

古屋産業科学研

8180005014598 産学連携機関が主体となって

技術の実用化をめざした企画



関主導型の医療

機器関連知財の

社会実装化プログ

ラムの構築 

究所 提案、プロジェクト管理を行

い、知財技術の実用化への仕

組みを構築するとともに、大学

知財を活用した医療機器分野

の育成や中小企業の医療機

器産業への参入支援、新たな

市場開拓支援（企業マッチン

グ会への参加）を行う。 

近畿 医療分野へ参入

するものづくり中

小企業の知財戦

略強化と医療機

器上市を目指した

コンソーシアム活

動 

地方独立行政法

人大阪産業技術

研究所 

7120105008655 技術・製品開発において、そ

の初期段階から弁理士をチー

ムに加え、共に開発を進めて

いくことで、中小企業における

知財戦略の重要性を周知す

るとともに、「産産連携」や「産

と支援機関連携」による新た

な取組を提案する。 

近畿 知的財産活用に

むけた人材育成

のための調査と学

習プログラムの開

発 

一般財団法人た

んぽぽの家 

9150005000798 障害のある人のアート活動や

ものづくりにおける福祉施設と

知的財産権の関わり、デジタ

ルファブリケーションの普及と

個人クリエーターを取り巻く知

的財産の権利処理と製造責

任の環境変化への対応、知

財学習プログラム検討会の設

置と教材ゲーム開発を行うこ

とにより、福祉施設発の知財

を適切に取り扱う仕組みを構

築する。 

近畿 スマートセルイン

ダストリーの実現

に向けた中小・ベ

ンチャー企業に対

する知財戦略支

援事業 

特定非営利活動

法人近畿バイオ

インダストリー振

興会議 

5120005008385 関西におけるスマートセルイ

ンダストリーの実現に向け

て、”関西バイオエコノミー研

究会（仮称）”を立ち上げ、優

れた要素技術を有する中小・

ベンチャー企業に対し、スマー

トセルに関する理解を深めて

参入動機を生み出すととも

に、中小・ベンチャー企業の知

財活用及び知的財産の経営



上の課題を解決する支援体

制を構築する。 

近畿 滋賀県及び福井

県における知的財

産の実務優先型

人材育成支援事

業 

一般社団法人滋

賀県発明協会 

3160005008722 滋賀県及び福井県内のもの

づくり中小企業において、技

術者の知的財産に対する認

識を高めるための研修を実施

し、実務優先型の人材育成支

援を行う。 

近畿 自立型ビジネスプ

ラン作成支援事業 

株式会社ソビア 1120001177411 今後到来する事業環境の変

化について最新情報を提供す

ることで、参加企業（中小企

業）における問題意識を高め

て自主的なビジネスプランの

作成を促し、ビジネスプランコ

ンテストを行うとともに、実際

に事業化を希望する参加企業

に対しては、事業化の初期段

階の支援を行う。 

近畿 医工連携プロセス

における医師と企

業等向け知的財

産リカレント教育

事業 

株式会社ダン計

画研究所 

1120001084252 医工連携プロジェクト開発に

関与する医師及び中小企業

に対して、医療機器開発プロ

セスにおける知的財産戦略に

関する勉強会やセミナーを開

催するとともに、医療機器開

発のプロセスにおける知的財

産戦略の解説小冊子を作成

し、学会で配布する。 

中国 米子高専・松江高

専の広域連携に

よる中小企業の知

的財産創出促進・

新規事業開発人

材育成事業 

独立行政法人国

立高等専門学校

機構米子工業高

等専門学校 

8010105000820 山陰地方の中心地域に位置

する両高専がそれぞれの地

域企業や OB とのチャネルを

活用して「新規事業創出協働

プロジェクト」を立ち上げ、現

役高専生・OBも交えて新事業

の開発を行うことで、地域の

企業間ネットワーク構築を支

援するとともに、学生及び中

小企業が知財の保護・活用を

実践として学ぶ場を提供す



る。 

中国 地域創生に資す

る専門高校埋蔵

知的財産の商品

化支援事業 

有限会社山口テ

ィー・エル・オー 

8250002006723 同社と山口県・長崎県の計 4

つの専門高校及び信州 TLO

との広域連携事業。専門高校

保有技術は実用化の可能性

が高いとの仮説に基づき、パ

テントコンテスト上位受賞する

など知財に力を入れる専門高

校が保有する技術の「見える

化」を図るとともに、信州 TLO

の保持する広範なネットワー

クを通じた地域中小企業との

マッチングを支援する。 

中国 知財創出人材育

成支援及び地元

中堅・中小企業の

知財活用及び新

事業創出支援に

よる地域経済活性

化事業 

独立行政法人国

立高等専門学校

機構徳山工業高

等専門学校 

8010105000820 同校と神戸大学による広域連

携事業。徳山高専及び金融機

関と連携して収集を行う地元

中小企業のニーズ情報と、同

校の技術シーズ及び神戸大

学の持つ大学の広範な技術

シーズ情報をマッチングさせ、

知財の戦略的活用を含む事

業化支援を行う。さらに高専

生への知財教育機会の提供

を平行して進めることで、高専

生の知財マインド向上や地元

企業への理解促進を図る。 

中国 知財サウンディン

グ事業 

株式会社 YMFG 

ZONE プラニング 

3250001015465 同社と山口銀行・もみじ銀行・

北九州銀行による広域連携

事業。課題を抱える中小企

業、金融機関、大学、技術支

援機関等の多様な機関による

議論（サウンディング）によっ

て中小企業の課題及び解決

策を洗い出し、課題に応じた

支援を実施するミニコンソーシ

アムを組成する。 

四国 四国デザインプロ

デューサー養成プ

凸版印刷株式会

社中四国事業部

7010501016231 四国地域のデザイナー、プロ

デューサーを対象に知的財産



ロジェクト 第 2 営業本部 権を戦略的に活用して独自性

の高いデザイン商品を生み出

す人材育成を目的にデザイン

プロデューサー養成講座を開

催するとともに、知的財産権を

企業戦略として活用する重要

性等を普及啓発するため、四

国デザインサミット（仮称）を開

催する。 

九州 知的財産に目覚

めた九州の女性

軍団の広域連携

による地域を元気

にするプロジェクト 

ランドブレイン株

式会社 

9010001031943 知財活用によるビジネスモデ

ル化を支援し経営改善を行う

ことにより、地域でさらに活躍

するグループへの発展を後押

しするとともに、知財活用によ

る女性グループの自立モデル

の構築を行う。また、女性グル

ープ同士の連携による情報発

信、新製品開発等、女性目線

による知財を活用した広域連

携モデルの構築を行う。 

九州 中小・ベンチャー

企業が有する知

的財産磨き上げ

による海外展開支

援プログラム 

有限責任監査法

人トーマツ 

5010405001703 中小・ベンチャー企業による海

外展開を後押しするため、海

外展開時における知的財産

の重要性の理解、海外市場を

見据えた製品等のブラッシュ

アップを行う。加えて、実際に

商談を行いフィードバックを得

ることで今後の海外展開の確

度を上げる。 

九州 デジタルものづくり

推進（デジタル製

造）プラットフォー

ム構築事業 

一般財団法人九

州地域産業活性

化センター 

6290005013756 地域における中小企業等の

知財マインドの涵養と、デジタ

ルものづくりへの推進、特に

経営層に向けた教育カリキュ

ラムの実践による経営改善支

援等による地域での支援体制

（プラットフォーム）を構築し、

九州の中小製造業の競争力

強化を図る。 



九州 地域ブランド・マッ

チングネットワーク

事業 

株式会社生活工

房とうがらし 

2320001014254 世界が認める九州の“おいし

い”食のブランド化を推進する

ため新たなプラットフォームの

構築事業として、九州の地域

ブランドの“生産者・協議会”

のマッチングを実施し、国内外

の様々なジャンルの料理人を

交え九州の食材を紹介し、ブ

ランドの更なる強化を図る。 

九州 大学等が保有す

る知財ビジネスマ

ッチング事業～産

学官連携によるオ

ープンイノベーショ

ン～ 

国立大学法人大

分大学 

3320005001974 大分県内の大学や公設試験

場などが保有する知的財産権

や技術を中小企業などに紹介

し、活用を促進するための説

明会を実施する。 

沖縄 九州・沖縄地域に

おける地域密着

型オープンイノベ

ーション事業 

一般社団法人ト

ロピカルテクノプ

ラス 

6360005004475 高専の有する技術シーズや技

術開発力を生かし、地域中小

企業に向けた技術・製品の提

案を行い、中小企業が同提案

を製品化・事業化する地域内

イノベーションサイクルを活性

化するためのプログラム作り

を実施する。 

 

＜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） 


