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４．展開する施策・事業 
（１）施策・事業の全体像 

 
・第３期推進計画の施策・事業体系を①気付き、②活用、③発展の段階別で整理した。 
 
施策・事業を展開するに当たり、①気付き、②活用（理解・判断）、③発展（継続）といった段階に応

じた事業内容（ステップアップ）を検討し、実施していく。 
なお、事業内容については、参加者等からのフィードバックを踏まえ、年度毎に見直しを行う（コミ

ュニケーション）ことで事業成果を高めるよう努めることとする。 
以下の「施策・事業体系」のとおり、上記の３つの段階に応じた施策・事業を設定していく。これに

より、地域における知的財産に対する認識向上の進捗や中小企業等のニーズ変化に柔軟に対応させてい

く。 
なお、いずれの施策・事業においても、中小企業等の知的財産の活用の実態に適した選択ができるよ

うに準備・提供していくことが重要であり。既に①気付きの段階にある企業は、②活用の段階から施策・

事業を活用していくなど、取り掛かりやすい体系とする。 
 
施策・事業体系 

 

 

 

 

  

第３期推進計画における施策・事業体系

１．中部地域の中小企業等にお
ける知的財産経営の導入・定
着の促進

２．中部地域の中小企業等のグ
ローバル展開における知的財
産の活用の促進

３．中部地域の中小企業等に
おける知的財産を活用した
デザイン・ブランド化の促進

４．知的財産の重要性の理解向
上

５．中部地域で活躍する知的
財産支援人材等の育成

知的財産の意義やそれを活かした知的
財産経営の重要性や必要性に対する
「気付き」を与えるため、経営者層等を対
象としたセミナーの開催や各種支援機
関との連携の中、周知する機会を継続し
て確保するなど、地域への発信力を強
化する。

①気付き ②活用（理解・判断） ③発展（継続）

中小企業等における知的財産経営の
導入・定着や地域等におけるブランド創
出などを一層促進するため、それらの
取組を総合的に先導し指導していける
人材の育成・レベルアップを進める。

中小企業等におけるグローバル展開を
底支えするため、海外展開に対するより
専門的かつ実践的な支援を継続実施
するほか、先行してグローバル展開を
行っている中小企業等の知見等の事例
情報を集約し発信していく。

中小企業等におけるブランド化やデザ
イン開発による新たなビジネス展開を
底支えするため、ブランド化・デザイン
開発等に対するより専門的かつ実践的
な支援を継続して実施するほか、参考
となる先行企業の知見等の事例情報を
集約し発信していく。

中小企業等における知的財産経営に
対する理解増進並びに取組への着手を
促すため、「気付き」を得た経営者層や
知財担当者等に対し、知的財産を経営
や事業に活用する上で必要となる知識
手法等を習得する機会を確保する。

ものづくり等の中部地域の産業を支え
る業種において、知的財産経営のレベ
ルアップと定着を促進するため、知的財
産経営のレベルアップと定着を目指す
中小企業等の経営者層や知財担当者
等に対し、より専門的かつ実践的な支
援を継続して実施していく。

知的財産制度の特長やその有効性を理解したうえで、上手に活用していくことの重要性
や必要性について一層の理解を深めることができるよう、知的財産に関する取組の展開
や情報発信を各種機関と連携しつつ充実させていく。

中小企業等のグローバル化において知
的財産がどのように有効で、どのような
対応が必要となるのかについて、「気付
き」を与えるため、経営者層等を対象とし
たセミナーの開催や各種支援機関との
連携の中、周知する機会を確保する。

中小企業等における製品・サービスや
企業のブランド化やデザイン開発の重要
性や必要性について「気付き」を与える
ため、経営者層等を対象としたセミナー
の開催や各種支援機関との連携の中、
周知する機会を確保する。

知的財産の重要性や必要性について
「気付き」を得て、正しく理解する市民等
を増やしていくため、経営者層や知財担
当者等にとどまらない幅広い関係者を
対象としたセミナーの開催や各種支援
機関との連携の中、学び高めていくこと
ができる機会を確保する。

中小企業等において、知的財産活動や
知的財産経営の重要性や必要性につい
て「気付き」を得て、正しく理解を得てもら
うため、それら重要性や必要性を周知で
きる人材を拡充させていく。

中小企業等におけるグローバル展開等
を促すため、事業のグローバル化にお
ける知的財産の重要性等「気付き」を得
た経営者層や知財担当者等に対し、海
外の知的財産制度の解説や具体的な
活動方法等を学ぶ機会を確保する。

中小企業等におけるブランド化やデザ
イン重視のビジネス展開を促していくた
め、ブランド化やデザイン開発の重要性
や必要性について、「気付き」を得た経
営者層や知財担当者等に対し、具体的
な活動方法等を学ぶ機会を確保する。

中小企業等における知的財産経営の
導入・定着や、地域等におけるブランド
創出などを促進するため、企業ＯＢ等の
活用、専門家ネットワークの活用等によ
り様々な支援ニーズに対応できる人材
を育成していく。

各段階の施策・事業の実施に当たっては、施策・事業成果を高めるために、中小企業等のニーズや施策・事業の参加
者の意見を踏まえ、年度毎に事業内容の見直しを行う。
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（２）５つの課題ごとの施策・事業の概要 

 
・ ５つの課題ごとに、今後展開していく施策・事業を「気付き」「活用」「継続」のステップ毎に整理した。 

・ 地域全体で取り組む施策・事業については、適宜役割分担等を調整しつつ進めていく。 

 
１．中部地域の中小企業等における知的財産経営の導入・定着の促進 

 
 中小企業等における知的財産経営に対する認識を高めるために、対象となる中小企業等をあらかじめ

想定した段階的な事業を展開する（ステップアップ）。また、事業を展開する中で得られた知見（事例情

報等）については、適宜情報を発信していき、共有していく（コミュニケーション）。 
 
 
１―① 「気付き」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

知的財産の意義やそれを活かした知的財産経営の重要性や必要性に対する「気付き」を与

えるため、経営者層等を対象としたセミナーの開催や各種支援機関との連携の中、周知する

機会を継続して確保するなど、地域への発信力を強化する。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

○ 知的財産の重要性や必要性に対するマインドの醸成を図ることを目的に、幅広い層を対象とし

た啓発イベントを継続して開催する。 
 
○ 経営者層向けの講習会等での知的財産経営に関する多様な周知活動を継続して実施していく。

業界特有の知的財産の課題や知的財産の経営面での活用事例についての紹介や具体的な情報の

発信を、複数回の連続開催形式として意見交換とその共有の機会を確保しつつ実施するなど、

段階的に理解を深めることができる開催を検討する。 

 

○ 業界団体、自治体、各種支援機関等と連携を図りながら、企業や地域等のニーズに応じて、知

的財産権制度の普及・啓発、知的財産活動や知的財産経営の重要性・必要性、地域団体商標の

活用や商標・意匠の権利化による商品づくりの重要性等をテーマにセミナー等を開催する。事

前に参加者の関心事項等を把握し解説していく双方向性のある内容としていく。 

 
○ 知的財産活用支援施策を一元的に取りまとめたガイドを継続して発行していく。  
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１―② 「活用」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

中小企業等における知的財産経営に対する理解増進並びに取組への着手を促すため、「気付

き」を得た経営者層や知財担当者等に対し、知的財産を経営や事業に活用する上で必要とな

る知識や手法等を習得する機会を確保する。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

○ 知的財産経営に取り組もうとする企業等に対し、知的財産に関するワンストップサービスを提

供する「知財総合支援窓口」において、アイデア段階から事業展開、海外展開までの知的財産

に関連する様々な課題に対して、弁理士等の専門家や中小企業支援機関、大学等の研究機関な

どと連携し共同で解決を図るしくみを提供する。 
 

○ 中小企業における知的財産経営の具体化に向けた実践的なセミナー事業を経営者層並びに知的

財産担当者等に対象を分けて実施する。それぞれの対象の関心内容を踏まえ、連続開催により

基礎知識から実践的な手法やノウハウ等をワークショップ形式等で段階的に学びながら身に付

ける機会を提供し、参加企業における知的財産経営の導入とレベルアップを図る。テーマ設定

にあたっては、出願による権利化に留まらず、ノウハウ管理を含めた知的財産を活用する際の

判断につながる内容も含めていく（受講者の感想等を把握し、開催結果とともに公表していく）。 
 

 

○ 「先使用権制度」や「職務発明制度」など、中小企業等において関心が高いテーマについて、

説明会や相談会を開催することにより、制度への理解を深め、自社の経営の中での活用を促す。 

 
 
１―③ 「発展」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

ものづくり等の中部地域の産業を支える業種において知的財産経営のレベルアップと定着

を促進するため、知的財産経営のレベルアップと定着を目指す中小企業等の経営者層や知財

担当者等に対し、より専門的かつ実践的な支援を継続して実施していく。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

○ 「知財総合支援窓口」で支援を受けた中小企業等を対象に、支援後のフォローアップ（アンケ

ート・訪問等）を行い、より高度な支援ニーズの掘り起こしを行う。また、知的財産活動の効

果（８つの効果：P.８「知的財産活動による効果」を参照）のうち、当該企業において実践が

期待される取組を新たに提案するなど、知的財産経営のレベルアップを支援していく。 
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○ より高いレベルでの知的財産経営の実践に向け、中小企業等が自立してマネジメントしていく

方法等を個別に指導・支援できる弁理士等の専門家の活用を促すため、人材データベース等の

活用方法を含め情報提供やアドバイスを継続する。 
 

 
○ 知的財産経営ワークショップ（経営者層・知財担当者等向け）の受講経験企業を対象に、個別

企業での知的財産経営のレベルアップ・定着に向け、知財総合支援窓口と連携したフォローア

ップを充実させていく。 
 

 
○ 知的財産経営を実践している中小企業等における工夫点など、今後、知的財産経営のレベルア

ップ・定着を目指す中小企業等にとって参考となる先行事例を業種別に集約し発信していく。

例えば、セミナー等にて参考となる具体的な先行事例を紹介したり、先行事例集として取りま

とめ公表するなどの取組を継続的に実施していく。 
 
 
  



31 
 

２．中部地域の中小企業等のグローバル展開における知的財産の活用の促進 

 
円滑な企業活動を進める上で海外の知的財産制度に対する適切な理解と活用（実践）を促すため、適

切な情報発信と知識の習得、そして効果的な活用へとつなげていくために、段階的に事業を展開する（ス

テップアップ）。また、事業を展開する中で得られた知見（事例情報等）については、適宜情報発信し、

共有していく（コミュニケーション）。 
 

 
２―① 「気付き」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

中小企業等のグローバル化において知的財産がどのように有効で、どのような対応が必要

となるのかについて「気付き」を与えるため、経営者層等を対象としたセミナーの開催や各

種支援機関との連携の中、周知する機会を確保する。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

○ 海外へ事業展開を行う中小企業等にとって留意すべき「知的財産取扱いの注意点」を普及啓発

するため、海外展開セミナーを継続して開催する。その際、海外展開時に知的財産を活用した

先進事例等について紹介するなど、実践上のポイントを共有できるよう内容等を工夫する。 
 

○ 知的財産活用支援施策を一元的に取りまとめたガイドを継続して発行していく。 【再掲】 

 
 
２―② 「活用」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

中小企業等におけるグローバル展開等を促すため、事業のグローバル化における知的財産

の重要性等「気付き」を得た経営者層や知財担当者等に対し、海外の知的財産制度の解説や

具体的な活動方法等を学ぶ機会を確保する。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

○ 中小企業が海外出願をする場合の弁理士費用をはじめとした各種諸経費（日本国特許庁への納

付費用を除く）に対する補助を継続実施し、その活用促進を図る。 
 

○ 海外での知的財産の活用等を総合的に支援するため、知財総合支援窓口での支援を充実させる

ほか、独立行政法人工業所有権情報・研修館から派遣される「海外知的財産プロデューサー（中

小企業等の悩みの解決やリスク低減を支援する知財実務経験と海外駐在経験を有した人材）」の

活用促進等を図る。 
 

○ 海外諸国の知的財産制度の紹介など、知財担当者等に対するセミナーを開催し、海外出願にあ
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たっての注意点等を周知する機会を充実させる。 
 

 
２―③ 「発展」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

中小企業等におけるグローバル展開を底支えするため、海外展開に対するより専門的かつ

実践的な支援を継続実施するほか、先行してグローバル展開を行っている中小企業等の知見

等の事例情報を集約し発信していく。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

○ グローバル展開を実践している企業等における工夫点など、グローバル展開を検討している中

小企業等にとって参考となる先行事例を業種別に集約し発信していく。例えば、セミナー等に

て参考となる具体的な先行事例を紹介したり、事例集として取りまとめ公表したりするなどの

取組を継続させていく。 
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３．中部地域の中小企業等における知的財産を活用したデザイン・ブランド化の促進 

 
中部地域の中小企業等における製品・サービスのブランド化や、デザインによる付加価値の高い製品・

サービスの開発につながる事業を段階的に展開する（ステップアップ）。また、事業を展開する中で得ら

れた知見（事例情報等）については適宜情報を発信し、共有していく（コミュニケーション）。 
 

 
３―① 「気付き」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

中小企業等における製品・サービスや企業のブランド化やデザイン開発の重要性や必要性

について「気付き」を与えるため、経営者層等を対象としたセミナーの開催や各種支援機関

との連携の中、周知する機会を確保する。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

○ デザイン・ブランド化における知的財産の重要性、知的財産戦略の必要性を普及啓発するため、

中小企業等にとっての身近な相談先である業界団体、自治体、各種支援機関等と連携し、地域

の特性に応じた講習会等を実施する。例えば、デザイン・ブランドなど模倣されやすいものに

ついては、海外での模倣品被害状況や模倣品対策を周知するなどテーマ設定を工夫していく。 
 

○ 異分野の中小企業が連携して行う新たな事業活動、地域産業資源を活用した事業活動及び中小

企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動等により新たな製品（商品）やサービスを開発

する中小企業等を対象に、知的財産に関する基礎知識をはじめ知的財産権を活用したデザイン

開発やブランド化について、具体的な活用方策に関する周知を図る。 
 

○ 知的財産活用支援施策を一元的に取りまとめたガイドを継続して発行していく。 【再掲】 

 
 
３―② 「活用」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

中小企業等におけるブランド化やデザイン重視のビジネス展開を促していくため、ブラン

ド化やデザイン開発の重要性や必要性について、「気付き」を得た経営者層や知財担当者等に

対し、具体的な活動方法等を学ぶ機会を確保する。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

○ 知財総合支援窓口にブランド・デザインに詳しい人材を確保し、製品・サービスといった幅広

い支援ニーズに対応できる体制面の強化を継続して実施する。 
 

○ 意匠・商標制度の重要性に対する認知度の向上を図るため、デザイナー、メーカー、ショップ
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を対象とした講習会を開催する。 

 
 

○ 講習会受講者を対象に、商品製作グループのマッチング、グループによるワークショップを通

じた新商品製作・魅力向上について経験できる機会を設ける。ワークショップでの検討結果に

ついては、デザイナー、メーカー、ショップ、学生など幅広い層をターゲットとした成果発表

会を開催し、意匠・商標制度の普及・振興につなげる。 

 
 
３―③ 「発展」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

中小企業等におけるブランド化やデザイン開発による新たなビジネス展開を底支えするた

め、ブランド化・デザイン開発等に対するより専門的かつ実践的な支援を継続して実施する

ほか、参考となる先行企業の知見等の事例情報を集約し発信していく。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

○ ブランド化やデザイン開発を実践している中小企業における工夫点など、今後実践を検討する

企業にとって参考となる先行事例を業種別に集約し発信していく。例えば、セミナー等にて参

考となる具体的な先行事例の紹介及び優良な取組事例集として取りまとめるなどの取組を継続

させていく。 
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４．知的財産の重要性の理解向上 

 
中小企業等を含む地域全体での知的財産に対する認識を高めるため、知的財産の重要性や日常生活や

企業活動等への効果・影響のほか、トラブルに巻き込まれた際の対処方法など具体的な方策について継

続した啓発活動を段階的に展開していく（ステップアップ）。また、参加者の関心事項を整理して事業展

開を検討していく（コミュニケーション）。 
 
 
４―① 「気付き」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

知的財産の重要性や必要性について「気付き」を得て、正しく理解する市民等を増やして

いくため、経営者層や知財担当者等にとどまらない幅広い関係者を対象としたセミナーの開

催や各種支援機関との連携の中、学び高めていくことができる機会を確保する。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

○ 知的財産の重要性や必要性に対するマインドの醸成を図ることを目的に、経営者層や知財担当

者等にとどまらない幅広い関係者を対象とした啓発イベントを継続して開催する。【再掲】 
 

○ 知的財産について関心を高めてもらうため、自治体等と連携し、体験型セミナー等を効果的な

手法を採用して開催する。 
 
○ 「中部知的財産戦略本部Ｗｅｂサイト」やメールマガジンなどを通じて知的財産に関する様々

な情報を提供する。 

 
○ 知的財産活用支援施策を一元的に取りまとめたガイドを継続して発行していく。 【再掲】 

 
 
 
４―② 「活用・発展」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

知的財産制度の特長やその有効性を理解したうえで、上手に活用していくことの重要性や

必要性について一層の理解を深めることができるよう、知的財産に関する取組の展開や情報

発信を各種機関と連携しつつ充実させていく。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

○ 知的財産に係る幅広い実践事例を業種別に集約し発信していく。例えば、啓発イベントや個別

セミナー等にて参考となる具体的な先行事例を紹介したり、事例集として取りまとめ公表した

りするなどの取組を継続させていく。 
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５．中部地域で活躍する知的財産支援人材等の育成 

 
中小企業等における知的財産活動の促進や知的財産経営の導入・定着に向けては、適切なアドバイス

や専門的知識や経験を踏まえ支援ができる外部人材の役割が一層重要となってくる。そのため、様々な

支援ニーズに対応可能な支援人材の充実に向け、段階的な事業を展開する。 
 
 
５―① 「気付き」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

中小企業等において、知的財産活動や知的財産経営の重要性や必要性について「気付き」

を得て、正しく理解を得てもらうため、それら重要性や必要性を周知できる人材を拡充させ

ていく。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

○ 中小企業診断士、会計士など中小企業の経営指導を担う専門家を対象とした知的財産に関する

知識習得の機会を提供する。例えば、中小企業診断協会等の関係団体が主催するセミナーにお

ける知的財産に関する各種情報の提供・周知や、上記専門家を対象とした講義の開催等を行っ

ていく。また、上記専門家に各種支援事業への参加をはたらきかけるなど、支援人材のネット

ワーク強化や情報共有の強化につなげる。 

 

○ 商工会議所・商工会の相談員など、地域で活躍する支援人材に対する知的財産に関する知識習

得支援、具体的な支援方法等を身につける機会等を確保する。 

 

 
５―② 「活用」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

中小企業等における知的財産経営の導入・定着や、地域等におけるブランド創出などを促

進するため、企業ＯＢ等の活用、専門家ネットワークの活用等により様々な支援ニーズに対

応できる人材を育成していく。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

 

○ 中小企業にて知財担当者を経験した退職者を知財総合支援窓口で活用できる体制整備に努め、

企業支援における実践的な支援やアドバイスを通じて、支援企業における人材を育成していく。 
 

○ 中小企業の経営指導を担う専門家のネットワークを活用し、知財総合支援窓口が中心となり総

合的な支援を実施する体制（支援チーム）を組成するなど専門家ネットワークの強化を継続し
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ていく。   
 
５―③ 「発展」のための支援施策・事業 

 

【取組方針】 

中小企業等における知的財産経営の導入・定着や地域等におけるブランド創出などを一層

促進するため、それらの取組を総合的に先導し指導していける人材の育成・レベルアップを

進める。 

 

＜具体的な取組の内容＞ 

○ 弁理士や弁護士等、中小企業等の知的財産経営の導入・定着を支える専門家を対象に、先進的

な取組に詳しい専門家を招いた講習会、事例研究などを通じた手法等の研鑽方法を議論・検討

する場を継続して開催する。 
  


