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はじめに 

 平成 17年６月、知的財産戦略本部による「知的財産推進計画2005」の中で、「地

域知財戦略本部」の設置、「地域知財戦略推進計画」の策定の推進について言及さ

れ、中部地域においては、同年９月に中部知的財産戦略本部を設置し、翌年３月に

は中部知的財産戦略推進計画を策定し、当面３年程度の施策を取りまとめた。 

 このたび、平成 21 年４月には計画策定から３年が経過することから、計画の継

続性を維持するため、平成 20 年６月に有識者等による「中部知的財産戦略推進計

画策定調査検討委員会」を設置し、第１期推進計画の成果・課題、昨今の環境変化

等を踏まえ、４回にわたる検討の結果、第２期中部知的財産戦略推進計画（計画期

間：平成21年度から23年度）の策定に至ったものである。 

 第２期推進計画では、第１期推進計画の総括を行う中で、第２期推進計画策定に

先立ち実施した中小企業への実態調査から導き出された、様々な問題点を踏まえ、

第１期推進計画の課題を明らかにした。 

 また、将来の中部地域の知的財産を取り巻く「あるべき姿（将来像）」を検討し、

その実現に向けて、第１期推進計画から導き出された課題等を踏まえ、今後３年間

の基本方針・具体的施策を提示したことが、第２期推進計画の特徴となっている（図

１・２参照）。 

 第２期推進計画の推進にあたっては、中部経済産業局が結節点となって関係各機

関との密接な連携のもと、将来像の実現に向けて、中部地域を挙げて取り組むこと

が重要である。 

図１ 第２期推進計画の展開フロー 

～地域発イノベーションの促進、国際競争力の強化に向けた、中部地域の将来像～

“知的財産で、世界に飛躍する中部”
～知財を要とする経営の革新を通じて国際競争力を促す～

中部地域の産業経済を取り巻く
環境の変化

戦略１「中小企業の支援と産学連携の促進」
(1)企業のニーズや取組段階に応じたきめ細かな支援の実施

(2)地域の知恵を活用した支援の実施

(3)企業が理解しやすい資料を用いた産学連携の促進

(4)大学の知的財産管理体制構築に対する支援

戦略２「デザイン・ブランドの振興」
(1)企業におけるデザイン・ブランドへの取組の促進

(2)地域ブランドの振興

戦略３「知財マインドの向上」
(1)知的財産に関する総合的な啓発イベントの実施

(2)草の根的な普及啓発活動の実施

(3)児童・生徒やその指導者に対する啓発

戦略４「支援インフラの整備」
(1)知財関連機関のネットワーク形成を図る場の創設

(2)知財関連情報へのアクセスの迅速化

(3)金融機関との連携による支援機能の拡充

第１期推進計画

基本方針
・意欲ある中小企業を支援
・踏み込んだ支援
・地域の強みの活用

・連携とネットワーク

第１期推進計画の課題

世界経済を見据えた
中部の知財戦略の方向性
・環境・エネルギーをはじめ地域の強
みを活かした分野進出への支援

・世界をにらんだ知的財産戦略の強化
・地域発イノベーション創出の加速化
・ソフトパワーを生み出す産業の育成・
振興

・地域の強みを活かし、ピンチを
チャンスに転換する

・企業の強みを活かした異業種・
異分野への進出を促進する

・資源価格の急激な変動
・世界経済の景気悪化
・将来への不安感の高まり

(1)企業
・知財担当者の存在
・「三位一体の経営」の浸透
・デザインを重視した製品開発

モノづくり拠点の充実
世界展開

(2)大学・研究機関
・産学の橋渡しをするコーディ
ネータの拡充
・活発な共同研究の推進

イノベーションの創出
知的財産の権利化

(3)市民
・「本物」を選ぶ意識の普及

・若年層での発明・工夫への積
極的な取組向上

知財マインドの向上
創造人材の育成

(4)行政・支援機関、専門人材
・知財戦略支援人材の育成促進
・連携の広域的ネットワークの形成

情報の共有
多様化する企業ニーズへの対応

・業種・業態に応じた方策の実施
・専門人材の育成・確保
・デザイン・ブランドへの関心向上策の充実
・効率的な施策普及方策の実施
・地域の特徴を踏まえた支援環境の整備
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図２ 第２期中部知的財産戦略推進計画の構成 

１．第１期推進計画の概要
２．第１期推進計画の結果

３．第１期推進計画の結果か
ら明らかになった課題

第２章 中部地域の知的財産の将来

１．近年の世界経済の動向等を見据えた中部
地域の知的財産戦略の方向性

２．中部地域の知的財産戦略の目指すべき姿

第３章 第２期推進計画における基本方針と具体的施策

１．意欲ある中小企業等への支援
２．企業のグローバル化に対応した支援
３．業種・地域の特性を伸ばす支援
４．ソフトパワー産業への取組に向けた支援
５．地域知財戦略を担う人材の育成

課題抽出

第１章 第1期推進計画の総括

方向づけ

課題解決 将来像実現
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第１章 第１期推進計画の総括 

１．第１期推進計画の概要 

（１）第１期推進計画が策定された背景 

平成14年（2002年）、政府においては日本経済を取り巻く厳しい状況と、

将来に対する閉塞感の払拭のため、「知的財産戦略大綱」を策定した。こ

れは、我が国の国際的な競争力を高め、経済・社会全体を活性化すること

を目指し、科学技術や文化などの幅広い分野において豊かな創造性にあふ

れ、その成果が産業の発展と国民生活の向上につながっていく、世界有数

の経済・社会システムを有する「知的財産立国」の実現に向けた政府の基

本的な構想である。これを受けて同年 11 月には知的財産基本法を制定、

翌年 3月には内閣に知的財産戦略本部を設置し、その後毎年、政府が一体

となった取組を推進するための「知的財産推進計画」を策定し、それに基

づき各種施策を実施している。 

平成 17年（2005年）には「知的財産推進計画 2005」の中で、各地域に

おいて産業や大学等の特性を生かした知的財産戦略が必要であるとの認

識のもと、経済産業局ごとに、「地域知的財産戦略本部」を新たに整備し、

「地域知的財産推進計画」を策定することが盛り込まれた。 

中部経済産業局では、地域の中小企業の知的財産の戦略的な活用を支援

するため、平成 17 年 9 月に地域の官民からなる中部知的財産戦略本部を

設置し、地域の特性等を踏まえた「中部知的財産戦略推進計画(第１期推

進計画)」を平成 18年（2006年）3月に策定、計画の推進を通じて地域に

おける知財マインドの向上、知的財産戦略の推進に欠かせない基盤の整備

などを図ってきた。 

 

（２）第１期推進計画の内容 

第 1期推進計画においては、知的財産立国の実現のため、知的財産に係

る地域の実情を踏まえた、効率的で効果的な取組の実施を策定の視点とし

て、現状認識を踏まえた基本方針、基本戦略を示した。また、それらの実

現に向けた具体的施策を示し、毎年度その進捗状況や成果を評価し、知的

財産に関する動向も踏まえつつ、必要に応じ、推進計画の見直しを行うこ

ととした。 

第１期推進計画では、特に、広域的な視点に立ち、中部知的財産戦略本

部を結節点とする関係自治体、各種支援機関、大学等による連絡・調整の

ネットワーク基盤の構築と３年程度の期間に実施・強化すべき施策を体系

的に示している。 

 

２．第１期推進計画の結果 

（１）第１期推進計画の成果 

第１期推進計画に基づき実施している各種具体的施策の成果について、

以下で検証する。 
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①各種セミナー等の着実な実施 

中部地域における知的財産マインドの向上に向けて「中部知財フォーラ

ム」などを開催したが、毎回参加者の８割以上が「知的財産の重要性に関

する意識が高まった」と評価している。 

また、各種のセミナーや企業等を対象にした知的財産に関する相談など

普及啓発事業を実施している。特に、各県で実施している企業の知的財産

担当者を対象にした「実務者向けセミナー」や、研究者・技術者に役立つ

内容に特化したセミナーといった職種別セミナーでは、そのすべてにおい

て、９割以上の参加者が「次回も参加したい」と評価している。 

最近では、近年の農商工連携の流れを受け、農林水産分野における知的

財産マインドの向上を目指した農林水産事業者向けセミナーの開催など、

時宜を得た着実な取組を行っている。 

さらに、総合的な相談から専門相談まで各種の相談事業に取り組み、特

に中部経済産業局特許室の対応には７割近い利用者が「利用満足度が高

い」と評価している。 

知的財産の取組の成功や失敗の事例を調査・整理した事例集を作成して

企業等に配布、活用を促しており、事例集については、「自社の課題が明

確になった」という意見をはじめ高い評価を得ている。 

こうした取組によって、企業におけるセミナーや相談事業についての理

解も着実に広がっている。例えば、利用したことがある企業と事業を知っ

ている企業を合わせると、「研修・セミナー」が５割以上、「相談・指導」

では４割以上を示す結果になっている。（「知的財産戦略策定基礎調査」平

成 20年（2008年）2月：企業アンケート調査） 

②大学における知財管理体制の整備 

大学経営に係る制度改革の中で大学と企業を結ぶ産学連携の仕組みの

強化が、知的財産管理・運営の体制整備を伴いながら主な大学で推進され

ている。この大学における知的財産管理・運営体制の整備を促進するため、

個別の大学への体制整備支援を行うとともに、大学同士の相互研鑽の機会

を設けるため、先行事例を地域の大学全体に提供する成果報告会を開催し

ている。その結果、毎年実施している大学の知的財産ポリシーの整備状況

に関するアンケートでは、同ポリシーを整備した大学が着実に増加してい

る。 

また、大学が有する知的財産の流通促進を図るため、地域大学のシーズ

を集めた複数大学合同の発表会及び技術分野別の発表会の開催など、着実

な取り組みを行っている。特に大学シーズ発表会に参加した企業担当者の

９割以上が、今後の大学との共同研究を希望する等、産学のマッチングに

成果を上げつつある。 

③支援人材の育成と専門家派遣の広がり 

実践的な演習や支援人材同士のネットワークづくりを促すため、東海・

北陸において企業支援人材の勉強会や交流会を開催し、中小企業の現場で
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役立つ知的財産戦略支援能力の強化を図っている。また、中小企業を訪問

して個別企業の実状に応じた知的財産戦略を策定する研修などを企画・実

施することで支援人材の発掘と育成を図り、この事業で蓄積された知財戦

略策定の支援手法を地域にフィードバックする取組を行っている。セミナ

ーにおいては「勉強になった」との声が聞かれるとともに、支援人材の研

修を通じて、専門家間で協力した新たな取組事例が創出されるなど、研修

を通じて専門家スキルが向上するとともにネットワークが拡大している。 

さらに、各県に対して、企業への知的財産に係る専門家派遣事業の実施

を働きかけ、企業で広がる弁理士等の専門人材活用に応えるための環境整

備を進めている。その結果、管内の４県において地域中小企業知財戦略策

定支援事業を実施し、支援先企業の中から成果が着実に創出している。 

④関係機関ネットワーク等の基盤インフラの整備 

計画の効率的な推進のため、自治体や支援機関等が実施する事業につい

て、中部地域知財関連機関連絡会を開催して、積極的な協力、情報の交換

を図るとともに、中小企業にとって身近な相談相手である金融機関向けの

知的財産活用セミナーを開催するなどして、知的財産戦略を支援する関係

機関とのネットワークの拡充を図っている。 

その一方で、知的財産関連情報へのアクセスの迅速化を図るための中部

知的財産戦略本部Ｗｅｂサイトで地域支援情報の一元的な掲載を図ると

ともに、メールマガジンの配信によるタイムリーな情報提供、地域の知的

財産活用支援策を取りまとめた「中部地域の知的財産活用支援ガイド」の

発行と普及等により、利用者の利便性向上に取り組んでいる。その結果、

中部知的財産戦略本部Ｗｅｂサイトやメールニュースの利用者が着実に

増加し、地域への情報提供が推進されている。 

 

（２）計画推進の後に判明した問題点 

第１期の推進により、上記に掲げる成果が得られる一方で、問題点が明

らかとなった。ここでは、主に平成19年度に実施した「中部知的財産戦略

策定基礎調査」のアンケート及びヒアリングの結果に基づき、当該推進計

画における現状と問題点を概観する。 

①業種により差が見られる知的財産の権利化 

表１「知的財産権利化の実績」のとおり、業種によって知的財産戦略へ

の取組に違いが見られる。知的財産の権利化の実績がある企業の比率が多

いのは食品関連、医薬品などの化学関連、一般機械・精密機械関連といっ

た業種である。逆に権利化の実績がない企業は、自動車関連、情報・コン

テンツ関連で多くなっている。また、アンケート回答企業を対象にしたヒ

アリング調査の結果からは、特に部品や部分品などを受注生産するような

業態では権利化への関心が薄くなる傾向がうかがえた。 

企業の経営に知的財産戦略を重視する度合いは、企業の業種や業態に少

なからず左右される傾向にある。 
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②企業の知財戦略を支援する人材の不足 

企業の知財戦略を外部から支援する専門人材については、表２「外部の

専門人材の利用」のとおりである。外部の専門人材の活用では、｢利用あ

り｣と「知っているが利用なし」とを合計した『知っている』層が「弁理

士」（65.8%）が約 66%と、広く知られている。次いで、「中小企業診断士」

（41.6%）、「弁護士」（40.7%）と続いている。 

◎外部の専門人材の利用 

 

38.2

7.6

3.3

2.9

2.1

1.7

2.2

27.6

33.1

21.5

19.9

19.1

39.9

10.1

21.7

31.5

47.2

48.8

50.0

29.3

45.6

12.5

27.7

28.1

28.3

28.8

29.1

42.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 弁理士

 弁護士

 特許流通アドバイザー

 特許情報活用支援アドバイザー

 出願アドバイザー

 中小企業診断士

 他の外部専門家

利用あり 知っているが利用なし 知らない 不明
 

（出典：「知的財産戦略策定基礎調査」平成２０年２月） 

  

利用している専門人材として弁理士を挙げる企業が多いが、大手企業に

比べて中小企業の場合には、知的財産の権利化に係る手続きだけでなく知

的財産戦略から経営戦略に関する相談まで、要求が複雑で総合的なものに

なっている。ヒアリング結果からは、支援内容に不満を示し、地域の人材

表１：知的財産権利化の実績 

0.0073.31126.74100.015その他のサービス業

0.0066.75433.327100.081情報・コンテンツ関連

0.0030.8469.29100.013その他の製造業

0.0066.010134.052100.0153自動車関連

2.4256.04741.735100.084電気・電子機器関連

1.1241.17257.7101100.0175一般機械・精密機械関連

1.5257.17641.455100.0133鉄・金属製品関連

0.0046.33153.736100.067窯業・ガラス関連

0.0036.74463.376100.0120化学関連

0.0057.79042.366100.0156生活関連

1.5146.33152.235100.067繊維製品関連

0.0038.63961.462100.0101食品関連

0.6751.560047.9558100.01,165全体

構成
比

件数
構成
比

件数
構成
比

件数
構成
比

件数

不明なしあり全体

0.0073.31126.74100.015その他のサービス業

0.0066.75433.327100.081情報・コンテンツ関連

0.0030.8469.29100.013その他の製造業

0.0066.010134.052100.0153自動車関連

2.4256.04741.735100.084電気・電子機器関連

1.1241.17257.7101100.0175一般機械・精密機械関連

1.5257.17641.455100.0133鉄・金属製品関連

0.0046.33153.736100.067窯業・ガラス関連

0.0036.74463.376100.0120化学関連

0.0057.79042.366100.0156生活関連

1.5146.33152.235100.067繊維製品関連

0.0038.63961.462100.0101食品関連

0.6751.560047.9558100.01,165全体

構成
比

件数
構成
比

件数
構成
比

件数
構成
比

件数

不明なしあり全体

 

（出典：「中部知的財産戦略策定基礎調査」平成２０年２月） 

表２：外部の専門人材の利用 
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不足を指摘する企業、能力向上を求める企業も少なくない。 

③デザイン・ブランドに対する関心の低さ 

表３「デザイン開発の取組状況」によると、製品等のデザイン開発につ

いて「現在の業務には関係ない」、「必要性を感じない」という企業がほぼ

半数を占めている。そして、デザイン開発に取組んでいる企業では「自社

の力だけ」で行っている場合が大半で、デザイン開発の「支援機関を活用」

している企業はごく少数であった。 

他方、ブランド化の取組状況については、表４「ブランド化の取組状況」

のとおり、取組んでいる企業は「自社の力だけ」で行っている場合が大半

で、「支援機関を活用」している企業はごく少数でしかなく、デザイン開

発と類似した傾向にある。また、「必要性は感じるが取組んでいない」企

業が３割近くを占めている。 

中部地域は、歴史ある地場産業や多様なモノづくり産業が集積するにも

かかわらず、デザイン開発やブランド化に必要性を感じるとする企業が少

なく、取り組んでいる企業も自社の力だけで取り組んでいる状況にある。 

④不十分な点が見られる施策普及状況 

表５「支援事業の活用状況」によると、各種支援施策のうち企業等が利

用している、あるいは知っているが利用なしとする支援施策は、「研修・

セミナー」が６割弱、「相談・指導」は５割弱、「情報・サービスの提供」

は４割弱となっている。「専門家派遣」、「資金的支援」、「イベント・講演

会」、「若年層向け事業」に至っては、３割弱にとどまっており、特に「専

門家派遣」を利用したと回答した企業等は 2.2％と極端に少ない状況であ

る。 

表３：デザイン開発の取組状況 

 

自社の力だけで取り組んでいる (25.0%)

支援機関を活用している (3.4%)

必要性は感じるが取り組んでいない (17.1%)

必要性を感じない (15.5%)

現在の業務には関係がない (33.7%)

不明 (5.3%)

 

表４：ブランド化の取組状況 

 

自社の力だけで取り組んでいる (34.4%)

支援機関を活用している (2.6%)

必要性は感じるが取り組んでいない (26.9%)

必要性を感じない (10.5%)

現在の業務には関係がない (19.9%)

不明 (5.8%)

 
（出典：「中部知的財産戦略策定基礎調査」平成２０年２月） 
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◎支援事業の活用状況 
 

18.6

9.5

2.2

3.5

7.6

6.7

0.9

34.2

31.9

23.5

23.6

29.0

27.0

21.5

34.0

42.0

56.3

56.0

45.7

48.7

59.2

13.2

16.6

17.9

16.9

17.8

17.6

18.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 研修・セミナー

 相談・指導

 専門家派遣

 資金的支援

 情報・サービスの提供

 イベント・講演会

 若年層向け事業

利用あり 知っているが利用なし 知らない 不明  
（出典：「知的財産戦略策定基礎調査」平成２０年２月） 

  

アンケート調査回答企業等に対するヒアリング調査により、知的財産経

営に関心や意欲をもつ中小企業からは、支援施策のさらなる周知徹底を求

める意見が少なくない状況となっている。 

⑤知的財産を取り巻く地域による差異の存在 

産業発展の経緯や集積の厚み、業種の広がりなど地域産業の特性などに

よって、知的財産のうち、どの権利取得を志向するかなど、県ごとに特徴

が出ている。 

表６「県別の産業財産権別の出願件数」を見ると、特許の出願では、愛

知県は隣接する岐阜県など他県を大きく上回る水準にある。 

表６：出願件数(企業 100社当たり、平成 18年度) 

特許 特許（注１） 実用新案 意匠登録 商標登録

出願件数/企業
数(100社）

出願件数/企業
数(100社）

出願件数/企業
数(100社）

出願件数/企業
数(100社）

出願件数/企業
数(100社）

全　　　　　国 22.90 22.90 0.59 2.18 7.37
愛　　知　　県 31.65 15.78 0.47 2.32 5.53
岐　　阜　　県 3.93 3.93 0.40 3.05 3.61
三　　重　　県 6.83 6.83 0.36 0.63 3.82
富　　山　  県 6.04 6.04 0.43 3.04 4.85
石　　川　　県 4.75 4.75 0.39 1.35 3.88
中　部　地　域 19.91 11.08 0.44 2.22 4.82
（注１）愛知県は、1社で千件以上を出願している大手企業3社を除く。  

資料：平成18年事業所・企業統計調査（総務省）、平成19年度特許行政年次報告書（特許庁）より作成 

しかし、意匠登録では岐阜県や富山県の水準は高い。また、企業の商標

登録については愛知県や富山県の水準が他県を上回るものの全国の水準

に届かない。その一方で、地域団体商標の出願状況では、岐阜県（37件）

が全国第 3位、石川県（33件）、愛知県（29件）が６位、７位の位置にあ

る（平成20年 5月末現在）。 

表５：支援事業の活用状況 
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（参考）各県の弁理士数（日本弁理士会員数：平成20年 12月 31日現在） 

北海道経済産業局管内 21 

東北経済産業局管内 29 

関東経済産業局管内 5,514 

中部経済産業局管内 434 

 愛知県 360 

 岐阜県 48 

 三重県 11 

 富山県 7 

 石川県 8 

近畿経済産業局管内 1,633 

中国経済産業局管内 49 

四国経済産業局管内 21 

九州経済産業局管内 65 

沖縄総合事務局管内 6 

計 7,772 

 

３．第１期推進計画の結果から明らかになった課題 

第１期推進計画においては、「中小企業の支援と産学連携の促進」「デザ

イン・ブランドの振興」「知財マインドの向上」「支援インフラの整備」の

４つの基本戦略のもとに具体的施策を展開してきたが、上記のような問題

点が浮き彫りになり、それに対応した課題が明確になっている。 

（１）業種・業態に応じた方策の実施 

業種・業態による産業財産権の権利化状況の差異が挙げられる。このこ

とは、権利化に対する取組状況、その背景には業種・業態における権利化

に対する考え方の違いの存在が考えられる。このため、従来のような業

種・業態すべてを一つにまとめて支援する方法ではなく、今後は業種・業

態の違いを踏まえたきめ細かな支援が求められている。 

 

（２）優れた専門人材の育成・確保 

知的財産に係るイベントや様々な情報提供サービスを通じて、企業の知

的財産経営への意欲や関心は高まっている。このため、弁理士をはじめと

する社外専門人材を、自社の知的財産戦略構築のために活用しようという

企業は少なくない。しかしその一方で、各企業の特性や支援ニーズに応え

られる優れた専門人材が不十分であり、今後は、優れた専門人材の育成・

確保が課題である。 

 

（３）デザイン・ブランドへの関心向上策の充実 

中部地域は、全国的に見て多様な産業集積が稠密な地域であるが、意匠
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や商標の権利化に取組む企業が全国水準並み、もしくは水準以下にある状

況（前掲表６参照。出願件数(企業 100 社当たり、平成 18 年度))である。

意匠や商標に係る侵害事案が国内的にも国際的にも増加傾向にあること、

今後の企業活動における海外展開にあたっては、デザイン・ブランドに対

する適切な戦略がますます重要になってくることなどを踏まえて、地域や

企業に対する対応策のさらなる充実が必要である。 

 

（４）効率的な施策普及方策の実施 

各種施策が実効を挙げている一方で、各種施策に対する認知度が約半数

以下である現状を踏まえ、地域や企業の特性を踏まえた施策の普及を図り、

企業等への周知と活用をさらに促すことが必要である。 

施策の普及にあたっては、従来実施してきた施策広報の見直しを行い、

施策の内容に応じた方法の再検討が必要である。また、業界団体等の各種

団体と連携して、国の各種支援策を活用した実績があまり無い事業者に対

しても、施策情報が行き渡る方策を検討していかなければならない。 

 

（５）地域の特徴を踏まえた支援環境の整備 

知的財産の権利化など、知的財産戦略に見られる地域の特徴を踏まえて、

地域におけるきめ細かい知的財産戦略に対する支援メニューの充実や、支

援体制の整備に取組む必要がある。 

特に国が推進している「地域力連携拠点事業」等の中小企業支援機関窓

口との連携を図る。また、地域における知的財産のワンストップ相談窓口

機能の整備について検討を進める必要がある。 
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第２章 中部地域の知的財産の将来 

１．近年の世界経済の動向等を見据えた中部地域の知的財産戦略の方向性 

我が国では、国際的な環境変化に対応した経済産業の国際競争力の強化と

成長の戦略を「新経済成長戦略」（平成 18 年６月）として発表し、さらなる

変化に対応して同戦略の改訂を平成 20 年 11 月に行った。この改訂では世界

的に激しさを増す資源生産性競争や我が国人口の減少化＝消費市場の限界と

いう課題への対応策を講じている。産業の底力と言うべき知的財産などの資

源と、環境・エネルギーなどの技術・事業開発に発揮されているイノベーシ

ョン力を戦略上の強みとして、世界市場のさらなる獲得に向けた製品・サー

ビスの高付加価値化を図り、地域の活性化を目指している。 

しかし、その後に生じた米国発の金融危機は、急激な景気後退、消費市場

の萎縮、そして雇用不安を世界的規模で引き起こしている。また、国際為替

相場の不安定な状況もあって、資源やエネルギー価格の乱高下が止まず、資

源やエネルギーに係る政策は戦略的に重要性を増している。 

こうしたことから、資源生産性競争やグローバル化の対応は、国際競争力

の強化と我が国の成長にとって、これまで以上に重要な課題になっている。

このため、まずは資源生産性の向上に向けた省資源、省エネルギー・新エネ

ルギー技術・事業開発など、環境・エネルギー技術への積極的な取組が重要

である。例えば、資源等の大量消費、製品輸出の偏重、富裕な欧米市場依存

といった問題について企業の検討を促しつつ、異なる業種や分野との連携に

知的財産を効果的に活かし、高付加価値な技術や新たな事業の開発を進める

ことが考えられる。 

このような厳しい時代であるからこそ、企業の強みを生かす観点から、知

的財産を有効に活用・保護、そして流通を活性化することで異業種・異分野

への進出・転換を支援しなければならない。 

世界不況や世界市場の萎縮による自動車関連産業などの停滞というピンチ

を次のチャンスに転換するため、中部地域の将来を展望すると、次の４点が

重点項目として挙げられる。 

 

（１）環境・エネルギーをはじめ地域の強みを活かした分野進出への支援 

中部地域の産業経済を取り巻く状況は、資源やエネルギー価格の不安定

な乱高下、中国などアジア諸国・地域や資源産出国等の経済発展による世

界経済の多極化、そして将来への不安感の高まりなどから、資源の安定確

保や有効利用が必要な「資源生産性競争時代」を迎えている。 

このような中、当地域では、自動車関連産業を中心に素材や部品の軽量

化、燃料電池の開発といった取組が、産業・経済の環境・エネルギー技術

の進歩を牽引してきた。現在の景気後退局面の中、今後、当地域の産業経

済がさらなる飛躍を目指すためには、当地域に蓄積されてきた環境・エネ

ルギー技術に係る研究開発力や先端的な開発シーズといった強みを活か

すことが重要である。このような環境・エネルギー技術など、地域の強み
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を活かし、資源生産性向上に向けた環境・エネルギー分野をはじめ、航空

宇宙産業や医療・福祉などといった地域として取り組むべき重点分野への

新たな取組に対して、重点的に支援をすることで、地域内の他の産業分野

への波及的な展開を促す。 

すなわち、中部地域の経済産業構造の高度化、強化の方向を見据えなが

ら、環境・エネルギー分野等の新分野への進出する企業に対し、知的財産

戦略の面から積極的に支援する。 

 

（２）世界をにらんだ知的財産戦略の強化 

中部地域は世界的な経済危機に巻き込まれたため、好調であった産業に

停滞が生じているが、この危機の後に必ず訪れる産業と市場の再編成に備

えて、国際競争力を増強していく必要がある。特に、世界をリードする高

付加価値な新産業の創出、高度な部品・素材産業やモノづくり基盤産業の

強化を図るため、当地域の企業は世界をにらんだ知的財産戦略を強化しな

ければならない。 

企業の取り組みを支援する仕組みを充実しなければならない。すなわち、

経済のグローバル化が進み、国や地域を越える規模で産業が分業化するに

つれて、産業技術や知的財産に係る情報、知的財産を生み出す創造的人材

の交流が国の枠を越えて進んでいる。このような変化の中で産業の発展を

図るため、地域を取り巻く国際環境の変化に迅速に対応する支援体制の充

実を、企業の知的財産戦略の構築とともに図っていく。 

また、最近では、アジア地域など海外における模倣品の流通、産業技術

など重要な知的財産が国外に流出するリスクの高まりが懸念されている。

例えば、海外研修生等による知的財産の不法な持ち出しや、不況による雇

用不安、団塊の世代の大量退職を背景とした熟練技術者の海外企業への再

就職などに伴うノウハウの移転等が挙げられる。さらには、海外における

商標・意匠の盗用などへの対策強化も至急の課題となっている。これらに

対応したリスク管理のあり方等について、企業に対する普及啓発のさらな

る推進を図らなければならない。 

 

（３）地域発イノベーション創出の加速化 

中部地域経済の活性化に向けて、中小企業の活性化は必要不可欠である。

特に、世界に対して強みとなっているモノづくり中小企業の競争力を一層

強化し、取り巻く環境の変化への対応力の柔軟化を図っていくことが重要

である。 

このため、産業の川上から川下までを一連のサプライチェーンと捉えて

各層が有する知的財産資源の融合を促し、国内やアジア、そして世界で他

の追従を許さない創造的なモノづくり、事業開発を支援することが、まず

もって必要である。また、モノやサービスの品質向上、資源・エネルギー

の消費やコストの適正化に加えて、研究開発段階から知的財産を視野に入
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れた商品開発の取組の浸透、ブランド力などを経営に生かす高付加価値な

事業の集積を図るべきである。 

また、地域の強みを生かした産学連携や農商工の連携などが今後ますま

す重要になる。一方、知的財産経営に対する企業の認識を高め、上記の高

付加価値な事業の集積に向けて、モノづくりだけでなく流通、小売・サー

ビスの分野においても知的財産戦略が重要になっている。 

以上のような観点から、事業戦略、技術開発戦略に知的財産戦略を融合

した三位一体の経営体制づくりを産業界に幅広く普及する。 

なお、この課題の解決には、経営者の意識から経営の仕組み、世界の技

術や市場の情報収集と分析力の強化に至る大改革が必要であり、経営基盤

の強化や事業の精査とともに知的財産戦略に通じた人材の確保が企業に

おいて欠かせない。このため、知的財産経営の革新に係る支援のほか、経

験豊かな専門人材を育成し、多様化する企業のニーズに対応した専門人材

の派遣体制の整備を強化しなければならない。 

  

（４）ソフトパワーを生み出す産業の育成・振興 

   我が国の有する優れたコンテンツ等のポテンシャルを産業として十分に

発揮できていない現状を踏まえ、世界的な経済減速に対応するためにはコ

ンテンツ産業をはじめとするソフトパワーを生み出す産業の振興に戦略的

に取り組まなければならないとの認識の下、平成２１年４月６日に内閣官

房知的財産戦略本部会合で決定された「第３期知的財産戦略の基本方針」

に「ソフトパワー産業の成長戦略の推進」という事項が盛り込まれた。 

     このような中、中部地域としても、第１期中部知的財産推進計画で振興

したデザイン、ブランドをはじめ、アニメ、マンガ、映画、ドラマ、音楽、

ゲームといったコンテンツや地域に眠るソフト資源（自然、産業遺産、観

光資源等）などソフトパワーを生み出す産業を育成・振興するためその基

盤整備等を促進しなければならない。 

 

２．中部地域の知的財産戦略の目指すべき姿 

（１）2015 年に向けた中部地域の知的財産戦略 

中部地域では、世界的なモノづくりの拠点という優れた特性を踏まえて、

東海ものづくり創生プロジェクト、北陸ものづくり創生プロジェクト及び

東海バイオものづくりプロジェクトからなる産業クラスター計画、さらに

は知的クラスター創生事業が推進されるなど、拠点性を一層高める戦略が

地域をあげて取り組まれている。 

これら拠点性を高める取組は、産学官の連携の下に、産業活動を川上か

ら川下までを一体的であると捉えて、先端的な研究開発、高度で信頼性の

高い生産、そして潜在需要にも応える高付加価値な製品やサービスの提供、

地域資源活用による産業の新展開まで総合的に支援することを目指して

いる。 
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本章１．で示した当地域の知的財産戦略を推進し、地域の中小企業が知

的財産を要とする経営の革新を通じて競争力の強化を促し、元気な中小企

業が重層的に集積する地域を目指すことが、今後の国際競争を勝ち抜くた

めの重要な鍵となる。 

ここで、我が国の今後の経済産業施策の指針となる「新経済成長戦略」

が目標とする平成 27 年（2015 年）に向けて、中部地域の知的財産戦略の

目指すべき目標を端的に次のように示す。 

「知的財産で、世界に飛躍する中部」 

なお、地域の知的財産振興にあたっては、中小企業への支援のみならず、

大学・研究機関、市民、行政・支援機関や専門人材といった、企業による

経済活動を支える人々との関わりを念頭に置いた上で、その戦略を推進す

ることが重要である。「知的財産で、世界に飛躍する中部」の実現に向け

て、これらステークホルダーについても地域の知的財産を支える「担い手」

として認識し、将来における「あるべき姿」とその実現に向けた支援につ

いても、企業への支援と併せて講じることとする。 

 

（２）知的財産の担い手の将来像 

ここでは、平成27年（2015年）に向けた目標の実現を目指し、知的財

産の担い手である企業、大学・研究機関及び市民と行政・支援機関や専門

人材のあるべき将来像をそれぞれ提示する。 

ここに示す知財立国の主要な担い手は互いに密接な関係をもつが、特に

企業にとって本物の優れた商品・サービスを求める市民の厳しい評価は、

他企業との知的財産創造の競争とともに重要になっている。そして、国内

外を問わず情報網が一体化し、ますます国際化する市場において企業間競

争に打ち勝つため、大学や研究機関との共同研究や特許流通による先端的

知財の活用、知財による差別化がさらに重要になっている。 

こうした担い手相互の関係を知的財産立国の発展のため、行政・支援機

関が相互の情報交流の促進や知財に係る情報の提供などを通じて、また知

的財産戦略に意欲を持つ企業や地域を、弁理士等の人材を通じて総合的に

支援する姿が展望される。 

次に示すそれぞれの担い手の姿は、こうした相互関係を背景として展開

されることになるものと期待される。 

①企業 

専任または兼任の形で知的財産を担う役員や担当者が、経営の要として

確保されている。そして、必要に応じて外部専門家等の社外の支援を活か

しつつ、世界不況からの回復に向けた再編成に係る国内外の情報を把握し、

市場や業界における地位の獲得をかけ、企業経営の重要な決定に係るよう

になる。 

業種や業態、地域の特徴に応じた支援が受けられる知的財産支援インフ
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ラが整備される。事業戦略や研究開発戦略と一体化した「三位一体の経営」

の観点が、経営革新の重点として導入されている。この結果として、利益

を生む知的財産に対する認識が深まり、知的財産の創造と活用、保護や保

有する権利の見直し、人材重視の経営が組織的に進められるようになる。

自社の強みを自覚して新分野に進出することや重要な知的財産が海外へ

流出することを予防する対策が講じられている。中国など海外の量産企業

や低価格製品との品質や信頼性などの違いを明確に示すブランド力の強

化が図られる。ユーザーに愛され親和性に富んだデザイン開発に積極的な

取組が進み、国際競争力のあるモノづくりの拠点として世界的な地位を確

保している。 

②大学・研究機関 

大学や研究機関では、より良い創造環境を継続して整備することによっ

て、知的財産の創造や活用に意欲的な人材を国内外から集めている。また、

これらの人材の研究開発やデザイン開発が活性化し、創造される知的財産、

保有する知的財産が海外を意識した戦略に基づいて産業界等との間で活

発に流通され、事業や製品の開発などに活用される状況になっている。 

このような動きは、大学等の知的財産を熟知するコーディネータが大学

や地域に配置され、知的財産教育の徹底もあって活発に行われている。そ

して、企業と大学・研究機関が知的財産を適切に管理・活用する体制を整

備している。さらに、地域に特有の優れた知的財産を生かすべく、大学が

地域の「知」を結集するための結節点となり、地域活性化に向けたプロデ

ューサーとして産学官の連携拠点を構築し、市場の動向を踏まえた共同開

発に地域を巻き込みながら活発に取り組んでいる。 

このような大学・研究機関を中心とした活発な共同研究によって、中部

地域は世界的にイノベーションの創出が盛んで加速化が図られている地

域として注目され、産業の優位性を一段と高めることで、世界との競争力

を獲得している。 

③市民 

市民には消費者であり投資家であるという意識が広く浸透するように

なり、モノづくりの技術や製品のデザイン、提供されるサービスや企業の

ブランドに対する市民の厳しい視線が知的財産の保護、ひいては創造や活

用にこれまで以上に貢献するようになっている。そして、本物を見分ける

市民の力を高める消費生活情報の提供、市民と産業界との交流が増すこと

で、知的財産立国の支え手である市民の役割がますます重要になっている。 

また、知的財産立国の将来を支える青少年による発明活動やデザイン等

の創造活動は、産業の高度化に欠かせない人材育成の仕組みとして重視さ

れ、教育機関のみならず行政や関係機関による支援も様々な形で取組まれ

ている。 

④行政・支援機関、専門人材 

行政や支援機関では、知財に係る情報の共有化や人材の確保などの点で



16 

 

不十分な点をこれまで抱えてきた。しかし、情報や人材の交流・連携の広

域的なネットワーク基盤、地域サービス拠点の整備により、今後重点的な

支援が行われる農商工連携も含めて、異分野、異業種間の交流と企業の進

出に対して支援がなされている。 

そして、多様化する企業のニーズに合わせ、セミナーや相談などのサー

ビスは、企業に身近な地域拠点を中心として業種や業態を踏まえた企業の

特性や要望に合った形で実施されている。また、身近な金融機関などの地

域拠点を介した普及啓発の取組も行われるなど、きめ細かな支援が行われ

ている。そして、産学官の連携に対しても、知的財産戦略の面から必要と

される支援が行われている。 

さらに、消費生活に係る行政や関係機関の連携が強化される中で市民に

向けた情報の普及やＰＲ活動などが消費市場の成熟化に欠かせない取組

になっている。 

また、海外展開を図る企業に対しては、海外の動向に通じた関係機関に

よる密接な情報交換の体制が構築され、企業に対して適確な情報提供や支

援が速やかに行われている。 

知的財産の専門人材については、高次教育・研修機関における育成がな

されており、さらに、行政や支援機関、関係団体による企業内人材の育成、

企業ＯＢ人材の発掘・活用などが進められている。 

また、知的財産の権利化に係る実務から企業経営に欠かせない知的財産

戦略の構築支援など企業の求めに応じて、外部の専門人材によって幅広く

支援が効果的に行われている。その背景には、企業が必要とする専門人材

の情報が十分に普及され、企業や地域が最適な専門人材を円滑に確保でき

る仕組みが機能している。 
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第３章 第２期推進計画における基本方針と具体的施策 

１．基本方針の考え方 

中部地域の知的財産戦略の展開を検討するにあたって、第１期推進計画

の総括からは、①業種・業態に応じた方策の実施、②優れた専門人材の育

成・確保、③デザイン・ブランドへの関心向上策の充実、④効率的な施策

普及方策の実施、⑤地域の特徴を踏まえた支援環境の整備といった点が、

課題として挙がってきた。 

その一方で、今後の地域の知的財産のあり方を見据え、⑥環境・エネル

ギーをはじめ地域の強みを活かした分野進出への支援、⑦世界をにらんだ

知的財産戦略の強化、⑧地域発イノベーション創出の加速化及び⑨ソフト

パワーを生み出す産業の振興を推進していくことで、企業、大学・研究機

関、市民、行政・支援機関、専門人材の各担い手による将来像の実現に向

けた各種施策を展開することが重要である。 

そこで第２期推進計画では、これらを踏まえて、「意欲ある中小企業等

への支援」、「企業のグローバル化に対応した支援」の２点を中心に据えつ

つ、これらを下支えする「業種・地域の特性を伸ばす支援」、「ソフトパワ

ー産業への取組に向けた支援」、「地域知財戦略を担う人材の育成」の５点

を基本方針として位置づけ、今後３年間の施策を実施する。 

特に、「先端的プロジェクト」及び「環境・エネルギー等の技術を活か

し海外展開を進める企業」に対しては、新たに取り組むべき分野として重

点的に新たな施策を展開していく。 

 

図３ 第２期推進計画で新たに取り組む支援のポイント 
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（１）意欲ある中小企業等への支援 

世界の産業経済が大きく変動する中、モノづくりを通じて豊富に蓄積し

てきた世界水準の知的財産を次の飛躍に生かすため、経営革新に意欲ある

中小企業を積極的・集中的に支援していくことが、地域産業の振興にあた

り最も重要である。企業の支援にあたっては、一時的な支援だけでは不十

分であり、事業の創造から市場の開拓までの一貫した支援（ハンズオン支

援）が求められている。 

一方で、新たな産業の創出や新分野への進出、また技術革新にあたって

は、知的財産の強みを発展して的確に保護・活用する戦略の構築を支援す

ることが重要である。また、地域の大学・研究機関が保有する技術の活用

促進、産学の連携強化が必要不可欠であり、的確なマッチングが求められ

ている。 

 

（２）企業のグローバル化に対応した支援 

企業の海外進出など経済産業のグローバル化によって知的財産権の侵

害が顕在化し、違法な模倣品等の存在が社会問題になっている。このよう

な動きに迅速に対応するため、海外で発生する問題等については的確な情

報の収集に努め、必要とする企業に対して適切に情報の提供や支援を行う。

その一方で、模倣品の追放に向けて、市民等に対して、「本物」を見極め、

保護するための意識啓発活動を、関係機関との連携の元で、積極的に推進

する必要がある。 

 

（３）業種・地域の特性を伸ばす支援 

企業における知的財産への取組状況や知的財産に対する意識は、業種や

業態によって格差が現状では見られる。しかし今後は、モノづくりだけで

なく、流通・小売サービス、さらには農林水産といった分野においても、

知的財産戦略の重要性はさらに増すと予想される。また、地域によって、

産業構造・集積度に起因した知的財産に係る情報量や支援環境の違いから、

企業の知的財産に対する意識の地域差が存在する。 

今後、企業における知的財産戦略の構築にあたっては、業種・業態、地

域の違いを十分に把握した上で、それぞれの実情に応じた、きめ細かな対

応が必要である。そして、大学・研究機関においては、業種・業態、地域

性に応じたシーズの流通にあたり、適切な業界団体や地域企業に対して、

的確なシーズ情報の提供が重要となる。さらに、産学官の連携など新たな

連携を通じて地域の強みを生かし、新事業の展開を促すことが必要である。 

また、地域における知的財産に対する意識の差を解消するためには、企

業を含めた市民に対して、知的財産の重要性を認識するための取組を、地

方自治体等により地域の実情に即した形で展開すべきである。その一方で、

特に教育機関と協力しつつ、児童・生徒に対して知的創造、知的財産を尊

重する意識を醸成するような環境整備をしなければならない。 
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地域間における知的財産情報に係る格差の是正、事業者の利便性向上の

ためには、地域の支援窓口において質の高い情報提供機能を確保、窓口間

での情報共有、能力向上のための人材育成支援が必要である。 

 

（４）ソフトパワー産業への取組に向けた支援 

国内においては製品の差別化・高付加価値化や系列外取引の拡大が進み、

デザイン、ブランド力の向上への取り組みが重要だということが企業等に

認識されてきた。こうした意識は、農商工の連携による産業活性化にも欠

かせないものである。そこで、デザイン、ブランド戦略の構築に向けた支

援が、各地の第一次産業や伝統ある地場産業も含めた企業に対して必要で

ある。さらに、ソフトパワー産業の成長を目指すべく知財に関する普及啓

発やソフト資源の販売促進など基盤整備を図るための支援が必要である。 

デザイン、ブランド、コンテンツ創造を担う学生等に対しても、早い段

階での知的財産への意識啓発が重要になっている。そのためには、ソフト

パワーに関する実践的な教育支援を行う必要がある。 

また、デザインやブランド、コンテンツに係る権利の侵害が国際的に広

がっており、企業等の海外展開にあたっては、ソフトパワーに対する適切

な戦略がますます重要になってくる。こうした点を踏まえて、海外への事

業展開を踏まえた知的財産戦略の構築についての普及啓発が必要である。 

 

（５）地域知財戦略を担う人材の育成 

知財戦略を担う社内の人材を育成・確保することが企業だけでは困難で

あるという状況を踏まえて、それぞれの企業の実状に応じた積極的な支援

を行う外部専門家の派遣が、企業における知的財産戦略の普及に有効であ

る。そのためには、企業を外部から支援する地域の専門人材の育成や企業

ＯＢ等を活用した人材確保の推進が、地域にとって必要になる。 

特に企業における支援人材の活用にあたっては、多様かつ豊富な人材を

確保する必要があるとともに、支援機関・団体相互の連携活動の強化、人

材間における交流、連携を促進することが重要である。 

また、市民に対しては、知的財産教育を担う人材の確保は喫緊の課題と

なっている。 

  

２．具体的施策 

（１）意欲ある中小企業等への支援 

①先端的プロジェクトに対する支援 

 世界的な金融危機の結果、イノベーションを支えるリスクマネーの投資

が世界的に不足している。このような中、国は、支援のための体制整備を

行い、革新的な経済産業構造への転換に資する事業等について資金供給を

行うこととしている。 

中部地域は、世界的なモノづくりの拠点として技術力に優れた企業、大
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学等が存立しそのような中、東海及び北陸ものづくり創生プロジェクトや

東海バイオものづくりプロジェクトからなる産業クラスター計画も進展

しているところである。そのため、当地域においては、大企業、中小企業、

大学等の個々の組織の壁を越えて技術を集約し、資金投資を得ることによ

り成長性の高い市場（環境エネルギー分野等）を獲得し、ライセンス供与

が行えるような先端的プロジェクトを作り出す技術力があり、知財の面か

らその育成支援を行う。 

（実施イメージ） 

・先端的プロジェクトに対する事業可能性評価の実施 

 ・業界別、分野別「大学技術マップ」の整備 

 ・大学知財を実際に組み合わせてライセンスする際のケーススタディ

等ライセンスモデル調査の実施 

 

②環境・エネルギー等の技術を活かし海外展開を進める企業に対する重点

化支援 

環境・エネルギー技術をはじめ、当地域に集積する強みを活かすことで

新たな展開が図れる分野において、世界に飛躍するモデル事業の創出とそ

の成功事例の積極的な浸透を図ることで後発企業の更なる創出を促す。そ

のことによって、資源生産性競争時代に対応した新事業創出を引き出す好

循環のサイクル構築を目指す。 

また、地域の強みを活かした新たな分野への進出に意欲的な企業に対し

て、事業戦略・研究開発戦略・知的財産戦略の「三位一体経営」の推進を、

事業発掘から市場開拓に至るまで一貫して、次項以降に挙げる施策をはじ

め、地域が保有する様々な施策を活用しながら重点的かつ総合的に支援す

る。 

（実施イメージ） 

・企業知財分析※１による企業の独自技術の再発見の支援 

・複数分野の専門家集団派遣による知財経営戦略支援※２ 

・企業の求めに応じた専門家による海外展開相談体制の整備 

 
※１企業知財分析 

中小企業が競合他社の特許取得状況の比較や自社を取り巻く現状を分析し、取り組むべき改善策

の提案を行うことにより、自社の開発の方向が妥当かどうか、また、特許などの知的財産の管理体

制が十分かどうかの簡易診断を実施し、企業への事前ヒアリング及び診断結果報告を通じて、企業

の知財戦略構築に向けた意識啓発を行う事業。 

 
※２複数分野の専門家集団派遣による知財経営戦略支援 

中小企業に対して、弁理士・中小企業診断士・技術士等の複数の専門家がその知見を活かした支

援チームを組成し、知的財産活用による製品開発、市場展開までのきめ細かい支援（ハンズオン支

援）を行う。また、企業の実情に応じた個別の知的財産戦略の構築・活用の成功事例を創出、その

成功事例を公表し、地域における知的財産戦略の浸透を図る事業。 

今後さらに、中小企業への知的財産戦略支援を希望する専門家に対する講習と支援チーム内での

ＯＪＴを行い、地域の知的財産戦略支援人材の育成も行う。 
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③きめ細かな支援プログラムの体系的整備と支援の拡充（企業への支援） 

地域の競争力維持・強化のため、自社が有する得意技術を知的財産とし

てフルに活用してニッチトップを目指す企業がある。その一方では、激化

する価格競争に対して市場での差別化で経営の悪化を防ぐ知的財産戦略

に意欲を見せる中小企業もある。そのため、個々の企業の状況と考え方に

合わせたきめ細かな支援を実施する。 

地域中小企業における知的財産支援策の活用事例とさらなる成功事例

の創出を目指して、地域全体として、企業の意欲を高めるセミナー・相談、

専門家派遣プログラムの実施等を整理・企画実施する。そして、一般的な

啓発や相談に留まらない、企業の知的財産戦略の確立に向けたコンサルテ

ィングなど、企業の実情に深く踏み込んだ個別支援をさらに推進する。 

 

（実施イメージ） 

・企業知財分析による企業の独自技術の再発見支援の実施［再掲］ 

 ・複数分野の専門家集団派遣による知財経営戦略支援［再掲］ 

 ・個別相談会、セミナーの実施 

 ・専門家人材派遣による知的財産戦略構築に向けた個別支援 

 

④シーズとニーズが出会う産学連携の充実（大学・研究機関への支援） 

重点分野における新事業創出の促進に向けて、産学連携の仕組みを活か

して大学が有する知的財産の活用を図り、産学間におけるシーズ・ニーズ

のマッチングをさらに促進する。また、産業クラスター計画や地域イノベ

ーション創出共同体事業等とも連動し、大学間のネットワークの深化を図

る。 

その一方で、活用の基盤となる知的財産管理体制の整備に向けた取組を

地域のすべての大学で推進することを目指し、きめ細かなテーマ設定によ

る保有シーズ発表機会の整備、大学等の実情に応じた知的財産管理体制整

備に向けた支援を実施する。 

 

（実施イメージ） 

・先端的プロジェクトに対する事業可能性評価の実施［再掲］ 

・環境・省エネ技術をはじめ地域資源活用に向けた大学合同シーズ発

表会及び研究成果発表会の実施 

・知財ポリシー整備に向けた大学内セミナーや個別支援、成果発表会

の実施 

 

⑤情報の「見える化」の推進（環境整備） 

意欲ある中小企業等への支援に向けて、特に総合的な支援を実施する際

に当該企業等に対する効果的な支援の実現を目指す。そこで、関係機関間
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における企業に対する支援に係る様々な情報について、支援の経験を行政

や支援機関の垣根を越えた相互公開を促進する。また、企業や専門人材に

対しても支援情報や先進事例が容易に入手できるような環境整備を進め

る。 

 

（実施イメージ） 

・行政、支援機関や関係団体の垣根を越えた支援施策や成功事例など

情報の普及 

・企業の情報検索に役立つ、利便なインデックスの付加等の提供 

 

（２）企業のグローバル化に対応した支援 

①海外展開に向けた情報提供機能の拡充と個別支援（企業への支援） 

企業の海外における事業活動に対する的確な情報提供に向けて、特にア

ジア地域を中心とした世界の知的財産権問題に係る情報の収集を図る。ま

た、インターネット・ホームページなどを介して企業、支援機関等に常に

情報提供できる体制を構築するため、ジェトロなどの関係機関とネットワ

ーク体制を強化する。 

また、企業に対しては海外の知的財産に係る情報提供や海外進出にあた

って必要とされる支援を行う。特に、個別企業の海外展開への支援として、

海外における権利化や権利保護、海外への事業展開に対して、企業の実情

に応じた専門家による相談体制の整備や海外出願に係る経費補助の充実

を積極的に推進する。 

 

（実施イメージ） 

 ・企業の求めに応じた専門家による海外展開相談体制の整備［再掲］ 

 ・海外出願に係る経費補助の実施 

 ・各国・地域の知的財産情報の発信 

 

②模倣品追放イベントの実施（市民への支援） 

企業イメージの失墜等、正当な利益を侵害するばかりでなく、市民の生

活においても製品不良の原因となるなど、安全な市民生活を脅かす存在で

ある国内に出回る違法な模倣品・まがい品の追放が必要である。そこで、

市民の確かな知識と理解が重要であるとの認識のもと、市民が「本物」を

見抜き、選択する意識が醸成され、地域全体として模倣品・まがい品の追

放に積極的に取り組む環境の実現を目指す。そうした環境の実現に向けて

関係機関と連携しつつ、海外で買わない、国内に持込まない意識の普及な

ど模倣品・まがい品の追放に向けた啓発に係る事業を実施する。 

 

（実施イメージ） 

 ・関係機関との連携による模倣品追放イベントの開催 
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 ・インターネット等による模倣品情報の発信  

③海外展開を支援する関係機関のネットワーク整備（環境整備） 

企業の海外展開への支援、市民への模倣品追放に向けた各種啓発事業の

推進に取り組む。そのため、企業の支援機関や模倣品対策に取組む関係機

関、行政等の活動を密接な連絡・連携体制を構築する。特に、ジェトロ、

中小企業支援機関等との情報の共有化や、企業の海外展開支援や模倣品対

策に特化した関係機関によるネットワークの構築・強化を推進する。 

 

（実施イメージ） 

 ・ジェトロ、中小企業支援機関等との連絡会議の定期的な開催 

 ・連絡会議による活動の連携 

 

（３）業種・地域の特性を伸ばす支援 

①業種・業態、地域に応じた実践的な知財戦略支援（企業への支援） 

業種や業態、地域の特性に応じた知的財産に対する企業意識や戦略の違

いを踏まえて、企業に身近な業界や地域に応じた知的財産戦略の普及を目

指す。そのため、知的財産戦略の研究や情報の交流を促進するための業界

や地域ごとの取組を支援する。 

さらに、地域力連携拠点や商工会議所・商工会、金融機関等との連携に

よって経営者等を対象として、地域の実例情報を生かした実践的な知的財

産経営の普及、助力を必要としている企業を掘り起こし等、適切な支援を

行う。 

 

（実施イメージ） 

 ・業界別セミナーの開催 

 ・地域力連携拠点を中心とした地域密着型セミナーの実施 

 

②大学の知財流通の効率化に向けた環境整備（大学への支援） 

大学が保有する知的財産の流通促進、適切な企業ニーズとのマッチング

を目指して、大学の知的財産を業界別・分野別に整理し、各大学の「強み」

が明らかになるような技術マップを作成、企業向けセミナー等で活用する。 

また、各大学の「強み」を組み合わせて、地域の「強み」として発信す

る。さらに、より具体的な取組として、各大学の知的財産を組み合わせて

ライセンスすることを想定し、その際の手続き、課題等を調査・検討する

ことで、知的財産を核とした大学の連携を促す。 

 

（実施イメージ） 

 ・業界別、分野別「大学技術シーズマップ」の整備［再掲］ 

 ・大学知財を実際に組み合わせてライセンスする際の大学が留意すべ

き考え方の検討、ケーススタディ等ライセンスモデル調査の実施
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［再掲］ 

③市民の知財意識の育成（市民への支援） 

知的財産を新たに創造する努力の重要性や互いの知的財産を尊重しあ

う精神を、地域で広く共有する必要がある。そこで、地域の特色を活かし

た市民生活の視点から、草の根的な啓発事業をきめ細かく展開する。そし

て、企業や市民を対象にした地域全体の求心力を高める総合的な啓発イベ

ントを実施する。 

また、未来を担う若年層に対しては、少年少女発明クラブや教育機関と

協力する。そして、知的財産の創造と活用、保護に向けた活動の重要性に

ついて、各種（小中学生、高校生・高等専門学校生、教職員対象）の派遣

型セミナーをはじめ、具体的で身近な事例に基づく学習の推進、知的財産

マインドを育む取組を強化する。 

 

（実施イメージ） 

 ・総合的啓発イベントの開催 

 ・学校派遣型セミナーの実施 

 ・大学・研究機関等の知財創造現場や活用現場の見学会の実施 

 

④知的財産戦略に係る情報の継続的・体系的提供（環境整備） 

地域間における知的財産に係る情報格差の是正、地域の実情に応じた支

援体制の構築を目指し、国や県市の関係部署や支援機関、民間の関係機関

や団体の取組みを体系的に整理する。また、中部知的財産戦略本部Ｗｅｂ

サイト・メールニュース等の活用による地域知的財産情報の発信機能・内

容の見直し、拡充を継続的・体系的に行う。さらに、地域力連携拠点や商

工会議所・商工会等を中心とした地域の知的財産に係る拠点の整備と、そ

の知的財産拠点間のネットワークを強化する。 

他方では、地方自治体（市町村）における地域の実情に応じた知的財産

振興の取組を支援するとともに、自治体独自の地域知的財産戦略プラン策

定支援を行う。 

 

（実施イメージ） 

・地域力連携拠点や商工会議所・商工会とのネットワーク強化・連携

による地域知的財産拠点の整備と事業支援 

・地方自治体（市町村）が実施する知的財産振興事業の支援 

 ・中部知的財産戦略本部のＷｅｂサイトの見直しと拡充 

・メールニュースの継続的発行 

・自治体や経済産業団体・組合、大学等と連携した、地域の知的財産

戦略プランに対する構築支援 
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（４）ソフトパワー産業への取組に向けた支援 

①ソフトパワー産業への取組の促進（企業への支援） 

優れたデザインやブランドをもつ商品が市場で優位性を確保し、高い付

加価値を生むことが企業に理解されつつある中で、結果として、具体的に

は例えば意匠や商標といった権利として根付いていくことを目指す。さら

に、コンテンツや地域のソフト資源を活かした産業振興のため、企業や団

体におけるデザイン、ブランド力向上と、国際化を視野に入れた的確な戦

略構築に向けたセミナー等の実施や専門家による個別企業・団体支援を行

う。 

 

（実施イメージ） 

 ・企業経営者を対象にしたソフトパワー産業推進知財セミナーの実施 

 ・ソフトパワー関係団体・指導機関等との連携による個別相談・支援 

 ・地域に眠るソフト資源の普及啓発や販路拡大支援 

 

②次代を担うクリエーターへの意識啓発（大学への支援） 

大学や専門学校のデザイン系学部・学科においては、知的財産に関する

講義が十分に行われていない一方で、企業では、クリエイティブな人材に

対して、ある程度の知的財産に対する知識・認識が求められている。そこ

で、デザインを創造するクリエーターとなりうる学生に対して、基礎的な

知的財産に関する知識や、知的財産を尊重する意識の浸透を目指して、学

生や若手デザイナー等に対する意識啓発事業を実施する。 

 

（実施イメージ） 

・デザイン系学生、若手デザイナー、コンテンツ制作者向けの知財セ

ミナーの実施 

・若手創造人材による知財保護に係る実践的ワークショップの開催 

 

③感性価値創造に向けた普及啓発（環境整備） 

従来のものづくりの価値軸（性能、信頼性、価格）に加え、消費者の共

感・感動によって生み出される新しい価値（感性価値）意識の更なる普及

を図る。そのため、モノづくりに秀でた当地域の強みを活かし、産業競争

力の強化や市民生活の向上につながる感性価値創造に向けた普及啓発に

取組む。 

 

（実施イメージ） 

 ・関係機関等と連携したデザインシンポジウム・ワークショップ（仮

称）の開催 
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（５）地域知財戦略を担う人材の育成 

①地域中小企業底上げのための人材データベース構築（企業への支援） 

様々な支援機関が有する専門家について、特に個々の専門性が高い知的

財産関連を中心に、その専門家がどの分野に強く、どういった実情を有し

ているかを網羅的に調査し、地域中小企業の経営課題に合った専門家を的

確に紹介できるデータベースを構築する。 

整備したデータベースは、地域力連携拠点や産業クラスター等に対して

展開し、地域中小企業が専門家情報にアクセスしやすい環境を整備する。 

また、弁理士、中小企業診断士や税理士など知財経営に関心をもつ専門

人材や、知財経営の実践に通じた企業ＯＢ等の活用により、企業の知的財

産戦略支援人材の育成に取り組む。 

 

（実施イメージ） 

・適切な専門人材にアクセスできるデータベースの構築 

・複数の専門家人材派遣によるハンズオン支援（前掲）の中での支援

人材ＯＪＴ 

 

②企業と大学を結ぶ知財コーディネート機能の整備（大学への支援） 

大学が保有する知的財産の中から産業化のシーズを掘り起こし、産業化

の促進を目指す。特に、自力でシーズを流通できない地域の中小大学を中

心に、それらが保有する知的財産に係る情報を集め、企業とのマッチング

を地域全体で行う地域大学知財コーディネート機能を整備する。 

 

（実施イメージ） 

 ・地域大学知財コーディネート機能の整備 

 

③知財教育指導者の育成（市民への支援） 

児童・生徒の「理科離れ」が問題となっている。しかし、昨今の教員不

足による理科の専門的教育を受けた教員の減少、その事前準備に係る労力

や、教員自身の理科実験に対する知識・経験の不足から、児童・生徒の発

明に対する関心を喚起するような実験を伴った授業はなかなか実施され

ていないという実情がある。こうした状況を踏まえて、理科の授業の現場

での魅力的な実験実施を目指し、教員への支援を展開するとともに少年少

女発明クラブ指導員の育成支援、指導員と学校との連携構築を行う。 

 

（実施イメージ） 

・教育委員会や少年少女発明クラブなどと連携した理科実験に係る教

員・指導員向けの支援セミナーや情報交換会の開催 
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・学校派遣型セミナー（前掲）でのクラブ指導員の活用 

 

④支援人材の育成と人材交流・連携の促進（環境整備） 

支援人材の確保、人材間の交流促進、支援ノウハウのさらなる向上を目

指して、弁理士をはじめとした支援人材を対象とした研究・交流会等を開

催し、ネットワークの強化を図る。それとともに、支援人材の底辺拡大に

向けた中小企業診断士や税理士、金融機関担当者といった企業の経営支援

を行う人材に対して、関係機関等と連携して、企業の知的財産戦略や三位

一体経営に係る意識啓発を行う。 

 

（実施イメージ） 

 ・金融機関職員に対する訪問型セミナーや勉強会の実施 

 ・各地域における専門人材の情報交流会や研究会の実施 

 ・中小企業診断士や税理士を対象とした知的財産勉強会の実施 

 

図４ 具体的施策の体系 

第
２
期
中
部
知
的
財
産
戦
略
推
進
計
画

基
本
方
針

(1)意欲ある中小企業
等への支援

(2)企業のグローバル
化に対応した支援

(3)業種・地域の特性
を伸ばす支援

(4)ソフトパワー産業
への取組に向けた
支援

(5)地域知財戦略を担
う人材の育成

(1)④ シーズとニーズが出会う
産学連携の充実

(1)⑤情報の「見える化」の推
進

(2)①海外展開に向けた情報
提供機能の拡充と個別支援

(2)②模倣品追放イベントの実
施

(2)③海外展開を支援する関係
機関のネットワーク整備

(3)①業種・業態、地域に応じ
た実践的な知財戦略支援

(3)②大学の知財流通の効率
化に向けた環境整備

(3)③市民の知財意識の育成 (3)④知的財産戦略に係る情
報の継続的・体系的提供

(4)①ソフトパワー産業への取
組に向けた支援

(4)②次代を担うクリエーター
への意識啓発

(4)③感性価値創造に向けた
普及啓発

(5)①地域中小企業底上げの
ための人材データベース構築

(5)②企業と大学を結ぶ知財
コーディネート機能の整備

(5)③知財教育指導者の育成 (5)④支援人材の育成と人材
交流・連携の促進

企業への支援 大学・研究機関への支援 市民への支援 環境整備

・企業知財分析による企業の独自技術の再
発見の支援

・複数分野の専門家集団派遣による知財経
営戦略支援

・個別相談会、セミナーの実施
・専門家人材派遣による知的財産戦略構築

に向けた個別支援

・先端的プロジェクトに対する事業可能性評
価の実施

・環境・省エネ技術をはじめ地域資源活用に
向けた大学合同シーズ発表会及び研究成
果発表会の実施

・知財ポリシー整備に向けた大学内セミナー
や個別支援、成果発表会の実施

・行政、支援機関や関係団体の垣根を越え
た支援施策や成功事例など情報の普及

・企業の情報検索に役立つ、利便なインデッ
クス付加等の提供

・企業の求めに応じた専門家による海外展開
相談体制の整備

・海外出願に係る経費補助の実施
・各国・地域の知的財産情報の発信

・関係機関との連携による模倣品追放イベン
トの開催

・インターネット等による模倣品情報の発信

・ジェトロ、中小企業支援機関等との連絡会
議の定期的な開催

・連絡会議による活動の連携

・業界別セミナーの開催
・地域力連携拠点を中心とした地域密着型セ

ミナーの実施

・業界別、分野別「大学技術マップ」の整備
・大学知財を実際に組み合わせてライセンス

する際のケーススタディ等ライセンスモデル
調査の実施

・総合的啓発イベントの開催
・学校派遣型セミナーの実施
・大学・研究機関等の知財創造現場や活用

現場の見学会の実施

・地域力連携拠点等とのネットワーク強化・連
携による地域拠点整備と事業支援

・市町村が実施する知財振興事業の支援
・Ｗｅｂサイトの見直しと拡充
・地域の知財戦略プラン構築支援

・企業経営者を対象としたソフトパワー産業推
進知財セミナーの実施

・ソフトパワー関係団体・指導機関等との連携に
よる個別相談・支援

・地域に眠るソフト資源の普及啓発や販路拡大
支援

・デザイン系学生、若手デザイナー、コンテン
ツ制作者向けの知財セミナーの実施

・若手創造人材による知財保護に係る実践
的ワークショップの開催

・関係機関等と連携したデザインシンポジウ
ム・ワークショップ（仮称）の開催

・適切な専門人材にアクセスできるデータ
ベースの構築

・複数の専門家人材派遣によるハンズオン支
援の中での支援人材ＯＪＴ

・地域大学知財コーディネート機能の整備

・教育委員会や少年少女発明クラブなどと連
携した理科実験に係る教員・指導員向けの
支援セミナーや情報交換会の開催

・学校派遣型セミナーでのクラブ指導員の活
用

・金融機関訪問型セミナーや勉強会の実施
・各地域における専門人材の情報交流会、

研究会の実施
・中小企業診断士や税理士を対象とした知的

財産勉強会の実施

(1)①先端的プロジェクトに対する支援

(1)②環境・エネルギー等の技術を活かし海外展開を進める企
業に対する重点化支援

・先端的プロジェクトに対する事業可能性評価の実施
・業界別、分野別「大学技術マップ」の整備
・大学知財を実際に組み合わせてライセンスする際のケーススタディ等ライセンスモデル調査の

実施

・企業知財分析による企業の独自技術の再発見の支援
・複数分野の専門家集団派遣による知財経営戦略支援
・企業の求めに応じた専門家による海外展開相談体制の整備

(1)③きめ細かな支援プログラム
の体系的整備と支援の拡充

赤字：第２期計画初年度から講じる早急に対
応すべき重要な施策

黒字：第１期計画から継続的に実施する重要
な施策

青字：第２期計画３年間のうちで講じる施策
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中部知的財産戦略推進計画 第１期事業の実績 

基本戦略１．中小企業の支援と産学連携の促進 
 知的財産に関する中小企業の多様なニーズに対応するため、各種の支援施策を有機的に組み合

わせ、個々の企業の方針や段階に応じてきめ細かく、知的財産経営の実践に至るまで一貫したか

つ踏み込んだ支援を行う。その際、当地域の企業に豊富に蓄積されている経験や人材を有効活用

する。 

 また、産学連携を通じ大学の知的財産の活用を促進するため、産業クラスター計画を進める中

で、産学間のシーズ・ニーズのマッチング機能を向上させるとともに、これから知的財産管理体

制の整備を進める大学を中心に、学内の意識醸成など知的財産に関する取組を支援する。 

 

（１）企業のニーズや取組段階に応じたきめ細かな支援の実施 

各種階層別・対象別中小企業向けセミナー 

企業の取組段階・対象（実務者／研究者・技術者）に応じた多様なセミナーを実

施。 

 

平成１８年度 

実務者向けセミナー 

企業の知財担当者を対象に、実務に直結する実践的でタイムリーなテーマのセミ

ナーを、東海（岐阜、三重）北陸（石川）において各３～７回のシリーズで開催。 

  岐阜：３回、三重：３回、石川：７回（石川県との共催） 

※アンケート結果 

 参加者構成    次回参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

※主な参加者の意見 

・ 非常に有意義。次回以降もこのスタイルでの実施を希望。 

・ ６時間または１日コースでみっちり受講したい。 

・ 不正競争防止法や独占禁止法など、知財周辺法もテーマにして欲しい。 

・ 名古屋でもこのような実践的なセミナーは見かけない。次回も期待。 

 

技術者・研究者向けセミナー 

企業等において研究開発を効率的に進めるために、特許情報等を活用して、研究

開発の早期段階で技術としての新規性・進歩性、事業化可能性を見極める方法な

ど、研究者・技術者に役立つ内容に特化したセミナーを東海（愛知）北陸（富山）

において２回シリーズで開催。 

経営者・管理職
19%

その他
5%営業・事務職

8%

技術者・研究者
24%

知財担当者
44%

ぜひ参加したい
59%

参加しない
0%

参加したい
41%
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※アンケート結果 

  参加者構成      次回参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主な参加者の意見 

・ 大変分かりやすかった。グループ演習があることで理解しやすかった。 

・ もう少し時間が欲しい。演習をもっと取り入れて欲しい。 

・ 年間の開催回数を増やしてほしい。 

 

平成１９年度 

実務者向けセミナー 

 各県：３回シリーズ 

テーマ 第１回：権利行使に強い出願提案から、権利取得まで 

第２回：有効な権利行使を目指しての権利範囲の解釈 

第３回：権利行使された際の抗弁 

 講師：㈲オフィス富岡・富岡康充氏 

※アンケート結果 

   次回参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

※主な参加者の意見 

・ 他のセミナー等では得られない興味深い知見、実務事例を解りやすく紹

介していただき、次回も期待している。 

・ 要点が整理されて、たいへん理解しやすかった。 

 

技術者・研究者向けセミナー 

 各県：２回シリーズ 

 テーマ 第１回：特許情報から見た発明の特許的評価 

第２回：特許情報を活用した知財創造の方法 

知財担当者
14%

経営者・管理職
5%

その他
2%

営業・事務職
1%

技術者・研究者
78%

知財担当者
14%

経営者・管理職
5%

その他
2%

営業・事務職
1%

技術者・研究者
78%

ぜひ参加したい

46%

参加しない

4%

参加したい

50%

参加しない
0.3%

ぜひ参加したい
73.1%

参加したい
26.6%
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 講師：佐野国際特許事務所・長谷川公彦氏 

※アンケート結果 

次回参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

※主な参加者の意見 

・ わかり易い講習でありました。実習があったのも良かったと思います。 

・ 自分のこれからの方向性をつかませていただきました。 

実習があり理解しやすいので続けて欲しい。 

 

農林水産事業者向けセミナー（農政局との共催） 

東海地域 

日時：平成20年 1月 25日（金） 13:30～ 

場所：名古屋能楽堂会議室 

［プログラム］ 

・ 農林水産省知的財産戦略と20年度知的財産関係予算（農林水産省） 

・ 種苗法・育成権－保護・侵害防止の基礎知識、品種保護Ｇメンの役割－

（（独）種苗管理センター） 

・ 地域団体商標－制度の概要、取得状況 （特許庁） 

北陸地域 

  日時：平成20年 1月 24日（木）13:15～ 

 場所：金沢市文化ホール 大集会室 

 ［プログラム］ 

・ 知的財産制度の概要について（中部経済産業局） 

・ 農林水産物・食品の地域ブランド化の推進に向けて（農林水産省） 

・ 事例発表 ３件 

 

平成２０年度 

実務者向けセミナー 

 各県：３回シリーズ 

 テーマ 第１回：特許出願か？ノウハウか？ 

第２回：穴だらけの秘密保持契約の大公開！ 

第３回：不正競争防止法による営業秘密保護！ 

 講師： ㈲オフィス富岡・富岡康充氏、筧圭氏 

※アンケート結果 

参加しない
5%

ぜひ参加したい
36%

参加したい
59%
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次回参加意向 

 

 

 

 

 

 

※主な参加者の意見 

・ 具体例が多くためになった。 

・ 企業の実務内容で非常に有意義であった。 

 

技術者・研究者向けセミナー 

 各県：２回シリーズ 

 テーマ 第１回：発明原理を使った問題解決法 

     第２回：発明解析と技術の伝承方法 

 講師：佐野国際特許事務所・長谷川公彦氏 

※アンケート結果 

次回参加意向 

 

 

 

 

 

 

※主な参加者の意見 

・ セミナーを通じて習得したことを自社でも活用していきたい。 

・ 今までと異なる明細書の読み方を知ることができた。 

 

農林水産事業者向けセミナー（農政局との共催） 

 東海・北陸合同セミナー (「中部いいもの博覧会2008」出展者説明会併催) 

 日時：平成20年 9月 24日（水）13:50～16:20 

 場所：中日新聞社北館４階ホール 

 対象：「中部いいもの博覧会2008」出展者 

 ［プログラム］ 

   ・海外での模倣品被害について（日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）） 

   ・中部地域でのブランド戦略講習会～成功事例のココがすごい！～ 

     （(株)ブランド総合研究所 田中章雄氏） 

 東海地域 

 農林水産物・食品の地域ブランドセミナーin東海 

日時：平成20年 12月 18日（木）10:30～17:00 

参加し

たい
88%

参加し

たくな

い

3%

不明

9%

参加

したい
77%

参加

したく

ない

14%

不明

9%
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 場所：名古屋国際会議場 

 ［プログラム］ 

   ・農林水産分野における知的財産・商標制度の概要（特許庁） 

   ・中国における商標権侵害の現状と対策～中小企業の事例を中心に～ 

（日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）） 

   ・地域ブランド確立のポイント（(株)日本総合研究所） 

   ・事例発表（３件） 

     紀州みなべの南高梅（みなべいなみ農業協同組合） 

     三ヶ日みかん（三ヶ日町農業協同組合） 

     加賀野菜（丸果石川中央青果(株)） 

   ・個別相談会 

 北陸地域 

知的財産戦略セミナーin富山 

～北陸地域の農林水産業等の競争力の強化に向けて～ 

 日時：平成21年 3月 5日（木）13:30～17:00 

 場所：富山県民会館３０４会議室 

 ［プログラム］ 

   ・農林水産分野の知的財産とは（農林水産省） 

   ・商標制度と地域団体商標について（特許庁） 

   ・成功事例のココがすごい！～農商工連携と地域ブランド化～ 

     （(株) ブランド総合研究所 田中章雄氏） 

   ・事例発表及び解説（２件） 

     チューリップ球根（富山県花卉球根農業協同組合） 

     うまづらはぎ（魚津漁業協同組合） 

 

制度個別無料相談会 

 制度の改正等に応じた弁護士・弁理士による無料個別相談会を実施。 

 

平成１８年度 

新職務発明制度相談会 

名古屋（２回）、金沢（１回）で開催 

 

平成１９年度 

先使用権制度相談会 

 名古屋（２回）で実施 

新職務発明制度相談会 

 名古屋（１回）で実施 

 

平成２０年度 

先使用権制度相談会 
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 名古屋（１回）で実施 

新職務発明制度相談会 

 名古屋（１回）、金沢（１回）で実施 

 

個別相談 

中部経済産業局特許室（名古屋商工会議所地下２階） 

特許室相談実績の推移 

   18fy 19fy 
20fy 

（12月末） 

特許 1,194 1,290 982 

実用新案 775 899 574 

意匠 110 146 99 

商標 828 866 648 

相談内容件数 

計 2,907 3,201 2,303 

個人 1,663 1,671 1,113 

中小企業 858 1,112 866 

大企業 21 22 28 
相談者数 

計 2,542 2,805 2,007 

  ※アンケート結果（平成19年度調査結果） 

・ 中部経済産業局特許室に対する利用満足度は68.8％と、他機関と比べて

も非常に高いものとなっている。 
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 中部経済産業局

 県知的所有権センター

 あいち産業振興機構

 岐阜県産業経済振興センター

 三重県産業支援センター

 富山県新世紀産業機構

 石川県産業創出支援機構

 発明協会（県支部）

 中小企業基盤整備機構

 日本貿易振興機構

 中部経済連合会・北陸経済連合会

 県・市の公的試験研究機関

 JSTプラザ（東海・石川）

 県中小企業団体中央会

 商工会議所・商工会

 日本知的財産仲裁センター(名古屋)

 ものづくり創生協議会（東海・北陸）の利用

 NPOバイオものづくり中部

 その他

高い どちらともいえない 低い 不明
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地域中小企業知財戦略策定支援事業 

各県が実施する中小企業の知財戦略策定支援事業に対して、支援を実施。 

 

平成１８年度 

［支援実施企業数］ 

・ 愛知県：１５社 

・ 三重県： ４社 

・ 石川県： ３社 

 

平成１９年度 

 ［支援実施企業数］ 

・ 愛知県： ９社 

・ 岐阜県： ５社 

・ 三重県： ６社 

・ 石川県： ４社 

 

平成２０年度 

 ［支援実施企業数］ 

・ 愛知県：１０社 

・ 岐阜県： ５社 

・ 三重県： ６社 

・ 石川県： ５社 

 

(２)地域の知恵を活用した支援の実施 

各種事例集・マニュアルの発行、配布 

 

平成１８年度 

「中部の事例で解く！中小企業の知財戦略」 

知的財産に先進的に取組む50社にヒアリング調査、成功・反省事例57件を収集、

「中部の事例で解く！中小企業の知財戦略」を作成 

［本事例集の特徴］ 

・ 事例から学べる教訓を１つずつ解説 

・ 特許だけでなく、デザイン・ブランドの事例も掲載 

・ ポイントが一目で分かるイラストつき 

・ 参考事例も数多く掲載 

 ［目次］ 

・ 知的財産に関する基礎知識 

・ 特許出願の狙い（成功事例・反省事例掲載） 

・ 意匠権、商標権の狙い（成功事例・反省事例掲載） 

【支援前】（～平成18年度） 

特許による技術の囲い込

みは特に行っていない状

態。 
社内における特許出願に

ついては、個々の技術者

の判断に任され、専門部署

は設置していない。 

【支援後】（平成19年度以降） 

技術開発の進捗状況に合

わせて特許戦略を構築。 
知財室の設置、発明規定

の整備が行われ、出願の

可否を組織的に行う体制が

構築される。 

弁理士による 

計10回の支援 

A社（石川県）の事例 
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・ 知的財産に係る侵害・模倣の発見とその守り（成功事例・反省事例掲載） 

・ 知的財産戦略（企業別事例紹介掲載） 

  ※主な読者の意見 

・ 他社の知財に対しての取組が分かって、非常に参考になった。 

・ 自社の課題が明確になった。 

・ 社内教育に使えそう。 

 

平成２０年度 

技術流出防止マニュアル「あなたの会社の技術ノウハウは流出していませんか？」 

すでにまとめられている技術・ノウハウ及び営業秘密流出防止に係るマニュアル

等に当地域の実状に応じた先進事例及び内容を加味し、中小企業が理解を得やす

いようマニュアル及び事例集を整備 

［本マニュアルのポイント］  

・ 今まで自社の技術ノウハウに気づいていない経営者等の気づきのきっか

けとなるような構成  

・ 流出防止に向けて、入口となるような非常に簡易な内容  

・ 参考文献情報を充実させ、今後、本格的に防止に取り組むための入門書

という位置づけ  

・ 実際の流出事例を掲載し、その対策についても記載  

 

 

 

 

 

 

 

知財経営に取り組む中小企業のための知的財産活用支援策利用のポイント 

地域中小企業への各種支援策の普及、ひいては地域の知財マインドの向上に向け

て、関係機関が実施している各種支援策の実態把握、分析を行うとともに支援策

を活用した事例の発掘を行い、施策活用の要点をまとめ、その内容を広く普及す

るための事例集を作成 

［本事例集の特長］ 

・ 利用者の生の声により支援策活用のコツを伝授 

・ 支援策活用にあたってのポイントを明確に提示 

・ 知的財産経営のプロセスに応じた適切な支援策を紹介 

・ 地域の関係機関が実施する施策がわかる一覧を掲載 
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(３)企業が理解しやすい資料を用いた産学連携の促進 

「中部の技術シーズ」の発行 

中部の大学等研究機関のシーズ集「中部の技術シーズ」を作成 

［本シーズ集の特徴］ 

・ 企業が欲しい情報をシーズ記載項目に追加 

・ 中部のシーズの集積状況を紹介、特色を解説 

・ シーズ記載項目に技術戦略マップとの関連キーワードを付加し、シーズ

の特色を技術戦略マップを用いて紹介 

・ シーズの内容や強み、製品イメージなどを、イラストを交えてわかりや

すく紹介するモデルシーズを掲載 

・ Ｗｅｂサイト上でのシーズ検索が可能 

 18 年度 19 年度 20 年度 

掲載機関数 59 機関 58 機関 59 機関 

掲載シーズ数 896 シーズ 901 シーズ 873 シーズ 

 

(４)大学の知的財産管理体制構築に対する支援 

大学知財支援事業 

大学の知的財産管理体制の構築や知的財産の活用に向けた取り組みを支援。 

 

平成１８年度 

６大学において、知財管理体制構築を支援する「大学向け知財講座」を実施（11

回、参加者451名） 

※支援対象大学及び講義内容 

石川県立大学 

・ 研究成果を特許へ活かす～技術移転に繋げる為に～ 

・ 研究・教育・社会貢献活動から生まれる知的財産権について 

岐阜薬科大学 

・ 大学において知財体制を構築するために（前編・後編） 

中部大学 

・ トヨタ自動車の知的財産戦略～企業が大学・研究者に期待すること～ 

名古屋市立大学 

・ 九州大学のデザイン知的財産管理 

・ バイオベンチャーの知財戦略 

富山大学 

・ 九州大学のデザイン知的財産戦略 

・ 技術シーズを活かした大学発ベンチャー創出について 

三重大学 

・ 研究者が知るべき実践特許法について～事例を通して特許法を学ぶ～ 
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平成１９年度 

各大学の取組レベルに応じた支援を実施するとともに、先行事例等を周知し相互

研鑽の機会とする成果報告会を開催。（実施校数：10大学、参加者612名） 

 

支援Ⅰ：知財管理体制構築へ向けたセミナー 

知財管理規程策定などの体制整備等に向けて、大学の知財管理担当者や研究者等

を対象としたセミナー等を実施。また、規程策定に向けて継続支援事業を実施。 

※実施校：５大学（各２回） 

愛知工業大学、豊田工業大学、岐阜薬科大学、富山県立大学、石川県立大学 

［講義内容］ 

・ 研究者向け知的財産権概論 

・ 先行大学事例 など 

 

支援Ⅱ：知財の管理・活用のためのセミナー 

規程の運用や活用等に係る課題解決に向けて、大学の知財管理担当者や研究者等

を対象としたセミナー等を実施。 

  ※実施校：３大学 

名古屋市立大学、中部大学、名城大学 

［講義内容］ 

・ 大学発ベンチャーの知財戦略紹介 

・ 企業の知財戦略 

 

支援Ⅲ：２大学合同シーズ発表会 

三重大学及び富山大学のメディカル分野などに絞ったシーズを集め、合同発表会

を三重及び富山で開催。 

  ※来場者アンケート 

今後、地域の大学との共同研究や技術連携に取り組もうと思われますか。 

 

 

 

 

 

 

→発表会を受け、参加者の95％が今後の大学との共同研究を希望。 

 

成果報告会 

本支援事業を受けた大学４校の取り組み発表を実施。 

［プログラム］ 

・ 招待講演 「全国の大学の知財管理体制農工大TLOの取り組み」 

     農工大TLO株式会社 伊藤伸氏 

思わない
5%

思う
95%
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・ 成果報告 

     ①岐阜薬科大学(支援Ⅰ) 

     ②名城大学(支援Ⅱ) 

     ③三重大学(支援Ⅲ) 

     ④富山大学(支援Ⅲ) 

 

平成２０年度 

支援Ⅰ：知財管理体制構築へ向けたセミナー 

※実施校：１大学（２回） 参加者13名 

岐阜医療科学大学 

［講義内容］ 

・ 大学における知財管理 

～既存規程・体制の中で、考えられる問題点とは？～ 

・ 大学における特許とは何か？ 

 

支援Ⅱ：知財の管理・活用のためのセミナー 

※実施校：５大学（各２回） 参加者490名 

愛知県立大学、大同工業大学、豊田工業大学、名城大学、富山大学、富山県

立大学、石川県立大学、金沢医科大学、金沢工業大学 

［講義内容］ 

・ 大学発ベンチャーの現状と課題 

・ 企業の知財戦略 

 

大学合同シーズ発表会 

 日時：平成20年 11月 26日（水）13:00～17:00 

 場所：メルパルク名古屋 

 参加者：101名 

 参加大学数：12校 

（愛知医科大学、愛知学院大学、愛知工業大学、金城学院大学、大同工業大学、

中京大学、中部大学、豊田工業大学、南山大学、日本福祉大学、藤田保健衛

生大学、名城大学） 

  ※来場者アンケート 

発表会内容全体への評価 
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  ※主な参加者の感想 

・ たいへん勉強になった。今後も続けてほしい。 

・ 大学との研究開発連携を深めていきたい。 

・ 意見交換のできる交流会があると良い 

・ 分野の選択できる発表会を期待。 

・ 開催頻度を多くして欲しい。大学への”敷居”が低くなることを期待。 

・ 半日では短いかもしれない。多くの研究シーズを聴きたい。 

・ 地域の大学が連携して発表会をして、産学連携を進めることはよい。 

 

成果報告会 

 日時：平成20年 12月 3日（水）13:00～15:30 

 場所：安保ホール 

 参加者：26名 

［プログラム］ 

・ 招待講演「大学の知財を企業に売り込む手法とは？TAMA－TLO の事例を

もとに」 

     タマティーエルオー（株）代表取締役社長  井深 丹氏 

・ 成果報告 

①大同工業大学(支援Ⅱ) 

     ②金沢工業大学(支援Ⅱ) 

     ③金沢医科大学(支援Ⅱ) 

     ④富山大学(支援Ⅱ) 

 

大学における知財管理体制整備状況に係るアンケート結果 

  ※管内41大学における知財ポリシーの整備状況推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この２年間で知的財産ポリシーを整備した大学が着実に増加。 
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(５)その他の施策 

 □海外権利取得支援・模倣品対策に関する情報提供の実施 

模倣品対策セミナー 

海外展開を図る中小企業を対象に模倣品対策等の情報を提供。 

 

平成１９年度 

 各県：１回 

 テーマ 事例に基づいた模倣品被害の実態と有効な具体的方策 

 講師：日高東亜国際特許事務所・日高賢治氏（愛知県、岐阜県） 

    有古特許事務所・中尾優氏（三重県、富山県、石川県） 

 

平成２０年度 

 各県：１回 

 講師：有古特許事務所・中尾優氏 ほか 

 

地域中小企業外国出願支援事業 

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）に対して、各県中小企業支援センターが経費助成を行う

際、各県中小企業支援センターの支出費用の半額を補助する「地域中小企業外国

出願支援事業」を実施。 

 

平成２０年度 

 支援企業数 

  ・愛知県（(財)あいち産業振興機構）：６件 
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基本戦略２．デザイン・ブランドの振興 

 製品の差別化・高付加価値化や系列外取引の拡大が進む中、デザイン・ブランドへの取組の重

要性が増しているが、こうした取組が不十分である、あるいは必要性を感じているが取り組めて

いないとする企業が多い。普及啓発などを通じて、企業のデザイン・ブランド戦略の確立を支援

する。 

 また、地域に根ざした各種産品のブランド化や自治体による認証を通じたブランド化の動きが

見られる中、地域ブランドの保護を目的とした商標法の改正も行われたところである。各種施策

を効果的に活用してこうした取組を支援する。 

 

（１）企業におけるデザイン・ブランドへの取組の促進 

デザイン・ブランドセミナー 

企業に対して、セミナーによる啓発の他、先進事例等を調査・整理し、情報提供

する。 

 

平成１９年度 

 各県：１回 

 テーマ 企業のデザイン・ブランド取り組み体制の現状と、望ましい開発・管理・

保護体制 

 講師：（独）工業所有権情報・研修館・山田繁和氏（愛知県、岐阜県、三重県） 

（株）コボ・山村真一氏（富山県、石川県） 

 

平成２０年度 

 各県：１回 

 テーマ 戦略的デザイン活用法 

意匠⇔デザインをモノづくり戦略に活かす実践法 ほか 

 講師：（株）コボ・山村真一氏 ほか 

 

デザイン系学生向け知財セミナー 

将来、デザイン・ブランドを創造するクリエーターとして社会に出る可能性が高

い大学及び専門学校等のデザイン系学生に対して、創作活動の中での知財の重要

性を認識してもらうため、基礎的な知的財産に関する知識や、知財実務に関する

セミナーを開催。 

 

平成２０年度 

実施校：１２校  参加者のべ786名 

名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部、名古屋造形大学、金城学院大

学、愛知淑徳大学、豊橋ファッション・ビジネス専門学校、愛知工業大学情

報電子専門学校、専門学校飛騨国際工芸学園、富山大学、金城大学短期大学

部、専門学校国際デザインカレッジ金沢、専門学校金沢文化服装学院 

［講義内容］ 
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・ デザイナーのための意匠・商標 

・ ブランド戦略とデザイン 

・ ファッションとデザインと知的財産 

・ インテリア・建築関連のデザインと知的財産  ほか 

  ※参加者アンケート 

セミナー全体に対する満足度    就職した際に役立つと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※主な参加者の感想 

・ 自分の身近なところでも、たくさんあると思うので、どのようなところ

で特許がとられているか、興味を持ちました。 

・ デザインにおける考え方や知的財産について考えなおすことが多く、こ

れからのデザインなどにたずさわる時にふたたび考えなおそうと思いま

す 

・ 今まで作品を作るとき知的財産について深く考えたことがなかったので、

これからは気をつけようと思うし、オリジナリティを意識して作ろうと

思った。 

 

（２）地域ブランドの振興 

各種セミナー等の実施 

セミナーによる地元意識の喚起、成功事例を調査・整理し、地域の関係者に情報

提供する。 

 

平成１８年度 

「地域ブランドフォーラムin中部」 

地域ブランド形成の進め方等に関する講演、専門家等を交えたパネルディスカッ

ションなどにより意識を喚起、取組を促進。 

 

平成１９年度 

地域団体商標実態調査の実施 

管内の地域団体商標登録団体にアンケート及びヒアリング調査を実施し、当地域

の各団体における同制度への取組状況・意識調査を行うとともに、管外の先進事

例についても調査を実施。 
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  ※ヒアリング時の主な意見 

・ 制度本来の意義や役割など本質的な部分が、いまだ十分に地域に浸透し

ていないように感じる。 

・ 商標を取得しても、地域の内外に周知することが大切である。消費者や

関連の業界に対してアピールする機会が必要である。 

・ 地域団体商標権制度、地域ブランドのＰＲをもっと消費者向けに行なっ

て欲しい。消費者に普及しないことには今回取得したことに意味がない。 

・ 産地のブランド商品の開発には、個々の企業による取組みではなく、企

業を包含する（組織づくりの）支援が必要である。 

 

平成２０年度 

中部の地域ブランド展「中部いいもの博覧会2008」 

地域ブランドの振興と一般消費者へのブランド周知を目的に、地域団体商標登

録団体をはじめ、伝統工芸品や各地のブランド認定商品を集めた展示会を開催。 

 

日時：平成20年 11月 3日(月・祝)10:00～17:00 

場所：中日パレス（名古屋市、中日ビル５階） 

来場者数：1,762名 

出展数：60団体 

内容 

  ・各ブランドのブース展示・ＰＲ 

  ・ステージ上での講演会（菅原文太氏）、商品ＰＲ 

  ・特産品が抽選で当たる来場者アンケートの実施 

  ・出展内容を紹介した「いいものＢｏｏｋ」の配布 

※アンケート結果 

イベントへの満足度（来場者対象）   出展目的の達成度（出展者対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主な意見 

（来場者） 

・ 今後もこの様なイベントを楽しみにしています。  

・ 中部にまだ、いっぱい良いブランドがあると思うのでもっと知らして欲

しい。  
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・ 展示のみが多くて、もっと販売があるといいと思いました。  

・ 販売店などの情報をもっと充実させてほしい。次につながりにくい。  

（出展者） 

・ 異業種の方と交流できたこと。（良かった点）  

・ このイベントをきっかけに新たな企画がうまれたこと。（良かった点）  

・ 他の出品者のブランドづくりへの意欲感が伝わってきたこと。（良かった

点）  

・ 知名度のあるブランド・メーカーが少なかった。（悪かった点）  

 

管内地域団体商標登録査定団体（平成２１年３月２４日現在） 

※各県登録順 

愛知県 

三州瓦、常滑焼、有松鳴海絞、三河木綿、豊橋筆、名古屋仏壇、一色産うなぎ、 

蒲郡みかん、三河仏壇、西尾の抹茶 

岐阜県 

岐阜提灯、飛騨一位一刀彫、下呂温泉、飛騨牛乳、山岡細寒天、飛騨ヨーグルト、 

飛騨高原牛乳、飛騨春慶、美濃焼、飛騨アイスクリーム、飛騨牛、郡上鮎、 

飛騨のさるぼぼ、みずなみ焼、飛騨の家具、飛騨・高山の家具、美濃白川茶、 

関の刃物、飛騨の酒、長良川温泉、美濃和紙 

三重県 

松阪肉、松阪牛、大内山牛乳、伊勢茶、伊勢たくあん、伊勢ひじき、伊賀くみひ

も、 

伊勢うどん、みえ豚、伊勢赤どり、四日市萬古焼 

富山県 

入善ジャンボ西瓜、黒部米、高岡仏具、高岡銅器、加積りんご 

富山名産 昆布巻かまぼこ 

石川県 

中島菜、金沢仏壇、七尾仏壇、加賀みそ、牛首紬、山代温泉、片山津温泉 

和倉温泉、加賀友禅、金沢箔、九谷焼、輪島塗、山中温泉、粟津温泉、大野醤油、 

能州紬、美川仏壇、田鶴浜建具、加賀蒔絵、小松瓦、加賀野菜、加賀太きゅうり、 

加賀れんこん、能登牛、能登大納言 
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基本戦略３．知財マインドの向上 

 地域として知的財産に関する取組水準を高めるためには、知的財産の創造の重要性やお互いの

知的財産を尊重する精神を広く共有するための取組が重要である。 

 現在、主に中心都市において各種の啓発事業が行われているところであるが、新たに、草の根

的な啓発事業をきめ細かく展開するとともに、地域全体の求心力となるような総合的な啓発イベ

ントを実施する。 

 また、未来を担う若年層に対しても、教育機関とも連携しつつ知財マインドを育むための取組

を強化する。 

 

（１）知的財産に関する総合的な啓発イベントの実施 

中部知財フォーラム 

地域全体での知的財産の普及啓発活動を行い、相乗効果、波及効果を図る。 

 

平成１８年度 

中部知財フォーラム2006 

日時：平成18年 11月 8日(水)～10日(金)10:00～17:00 

場所：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）  

同時開催：中部ものづくり産業展2006 

（産学交流ﾃｸﾉﾌﾛﾝﾃｨｱ、ﾌﾛﾝﾃｨｱ 21 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｼｮｰ） 

デザイン＆ビジネスフォーラムin中部２００６ 

参加者：922名 

構成：３日間６セッションの講演・パネルディスカッション 

展示・相談会（知財関連17機関） 

※アンケート結果 

知的財産の重要性に関する意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年度 

中部知財フォーラム2007in名古屋 

～知財で羽ばたくＪＡＰＡＮブランド！～ 

日時：平成19年 12月 10日 

場所：メルパルクNAGOYA 

高まった
79.8

変わらない
20.2

有効回答数＝208　単位＝％
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参加者：714名 

構成：講演・パネルディスカッション、分科会 

講演者：デジタル・ハリウッド大学・杉山知之氏 

     東京理科大学・生越由美氏  ほか 

※アンケート結果 

知的財産の重要性に関する認識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主な参加者の意見 

・ 毎年、本フォーラムを開催してほしい。 

・ 定期的に事例中心に講演を願いたい。 

 

中部知財フォーラム2007in北陸 

～企業や地域が元気になる知的財産戦略を学ぶ！～ 

日時：平成19年 11月 5日 

場所：オークスカナルパークホテル富山 

参加者：209名 

構成：講演・パネルディスカッション、分科会 

講演者：金沢大学・吉国信雄氏 

     ㈱レキオファーマ・奥キヌ子氏  ほか 

  ※アンケート結果 

知的財産の重要性に関する認識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※主な参加者の意見 
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・ トークセッションはいろいろなお話を聞くことができてとてもよかった

です。 

・ パネルディスカッションはノンフィクションの話で大変参考になりまし

た。パネラーの突っ込みもとてもよかったです。 

 

平成２０年度 

中部知財フォーラム2008in名古屋 

～知財経営で世界のオンリーワンを目指せ！～ 

日時：平成20年 11月 10日 

場所：キャッスルプラザ 

参加者：391名 

構成：講演・パネルディスカッション、分科会 

講演者：岡野工業（株）・岡野雅行氏  ほか 

  ※アンケート結果 

知的財産の重要性に関する認識 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※主な参加者の意見 

・ 事業の進め方について大変参考になるフォーラムでした。今後も同様催

しには是非参加させて頂きたいと思います。 

・ 大変役に立つ話ばかりでありがとうございました。私共も小企業ですが、

特許技術を活用してビジネスを展開しております。又、元気も多くさん

いただきました。 

・ パネルディスカッションに「元気な企業」が顔をそろえていて、一分野

で秀れた業績をおさめるには、親→子→孫と血のつながった経営陣の一

貫性が重要だと思った。 

 

中部知財フォーラム2008in北陸 

～ブランドを創る、攻める、守る～ 

日時：平成20年 11月 26日 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 

参加者：150名 

構成：講演・パネルディスカッション、分科会 

講演者：丸の内ブランドフォーラム・片平秀貴氏 
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    富士宮やきそば学会・渡辺英彦氏 ほか 

  ※アンケート結果 

知的財産の重要性に関する認識 

 

 

 

 

 

 

 

  ※主な参加者の意見 

・ 街起しの原点を聞く事が出来て良かった。 

・ ブランドに対する見方が変わった。為になりました。 

・ 初めての参加でしたが各々で大変参考になり大いに刺激を受けました。 

 

（２）草の根的な普及啓発活動の実施 

 

知財駆け込み寺連携事業 

中小企業の身近な支援拠点において、きめ細かくセミナー等を開催するなど、草

の根的な支援を行う。 

（知財駆け込み寺連携事業 実施機関） 

18 年度  19 年度  20 年度   
セミナー  セミナー  相談会  セミナー  相談会  

4  12 8 11 1 

愛知  （商工会議所）  
名古屋、大府、碧

南、春日井  
（商工会議所）  
名古屋、大府、東海、碧南、安城、

常滑、刈谷、岡崎、豊川、瀬戸  
（商工会）  
一色町、岡崎市六ツ美  

（商工会議所）  
名古屋、小牧、犬山、碧南、半田、西尾、瀬戸 

（商工会）  
愛西市 

5  7 1 9 9 

岐阜  
（商工会議所）  
岐阜、中津川、各

務原、美濃加茂、

羽島  

（商工会議所）  
岐阜、各務原、瑞浪、神岡、可児、

関、多治見  
（商工会）  
笠原町  

（商工会議所）  
岐阜、美濃、美濃加茂、高山、多治見、恵那、

中津川  
（商工会）  
岐阜県商工会連合会、垂井町、養老町、関ヶ

原町、上石津町、下呂、高山北、古川町、中津

川北  
2  5 20 4 46 

三重  （商工会議所）  
津、伊勢  （商工会議所）  

津、伊勢、四日市、桑名、松阪、熊

野、亀山、伊賀地域広域連合  
（商工会）  
玉城、いなべ市、津西、津北、津南 

（商工会議所）  
津、伊勢、四日市、桑名、鈴鹿、松阪、熊野  
（商工会）  
いなべ市、伊賀市、紀北町 
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2  3 5 4 9 

富山  （商工会議所）  
富山、高岡  （商工会議所）  

富山、砺波、高岡、氷見、滑川  （商工会議所）  
砺波、高岡、滑川  
（商工会）  
富山商工会連合会  

3  4 15 3 20 

石川  （商工会議所）  
金沢、七尾、輪島  （商工会議所）  

金沢、七尾、小松、白山、輪島  
（商工会）  
山中、能美市  

（商工会議所）  
七尾、小松、  
（商工会）  
志雄、山中、能登町、能美市、志賀町、富木、

羽咋市、押水  
 

市町村連携知財関連セミナー 

市町村がその産業振興施策に基づき独自に実施する特徴的なセミナー等を選定

し、必要な業務の一部を国が負担、連携して事業を実施。 

 

平成２０年度 

・ 愛知県春日井市 ：知的財産活用セミナー 

・ 岐阜県大垣市：一般向けイベント 

・ 岐阜県七宗町：小学生向け工作イベント 

・ 三重県伊勢市：知的財産講演会 

・ 石川県金沢市：ベンチャー・中小企業向け知財セミナー＆シンポジウム 

・ 石川県穴水町：商工業者向けブランド構築セミナー 

 

岐阜県七宗町 工作イベント    三重県伊勢市 講演会 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他の支援 

 □児童・生徒やその指導者に対する啓発 

知財教育支援事業 

児童・生徒に対し発明や工夫に対する関心を高めるイベントや知的財産に関する

知識を育成するセミナーを実施するとともに、教職員に対する知的財産への啓発

セミナーを実施。 
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（派遣型セミナー実施件数） 

小中学校セミナー 高校・高専セミナー 教員向けセミナー 
  

18fy 19fy 20fy 18fy 19fy 20fy 18fy 19fy 20fy 

愛知 1 11 15 4 8 6 1 3 7

岐阜 3 14 7 3 2 6 1 1 4

三重 3 2 12 4 3 3 1 0 3

富山 2 4 10 2 4 3 0 2 5

石川 2 2 7 2 2 3 0 0 1

合計 11 33 51 15 19 21 3 6 20

 

 派遣型セミナーの他、体験型イベントを毎年１回、各県において実施。 

 

教員向け知財教育支援事業 

理科実験や工作指導に係る普段の授業において活用できる、より実践的な知識・

技術を身につけるための教員を対象とした集中セミナーを開催。 

 

平成２０年度 

実践教育ワークショップ 

日時：平成21年１月24日(土)13:30～17:30 

場所：岐阜市科学館 

参加者数：20名 

プログラム 

・ 主任講師による実験実演 

・ アドバイザーによる講義 

・ 参加者による実践ワークショップ 

  ※主な参加者の感想 

・ 空き缶を手の平につける実験は身近な素材ですぐできるので授業に取り

入れたいと思った。 

・ 体験の大切さがわかった。理科実験は特にどの子にも体験させたいと思

った。 

・ 今回のような内容で年に数回あるといいです。 

・ 「○年のどの単元で使えるよ」ということまで交換しあえば、理科専門

ではない先生方にとってもよいのではないかと思った。 

・ 楽しい講座で役立つ講座だったのでもっと多くの方に参加してもらえる

とよかった。 

 

知財啓発ＤＶＤの制作 

特許庁が選定した十大発明家のうち、郷土に縁のある５人の発明家にスポットを

当て、その発明が生まれた背景と内容を紹介するとともに、発明が社会に及ぼし

た影響について紹介するＤＶＤを制作し、管内全小学校に無料配布。 
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平成１９年度 

知財啓発ＤＶＤ「五つの煌めき～郷土に輝く５人の発明家～」 

［プログラム］ 

・ 本編（各人物４分程度） 

     発明にスポットをあてた内容：アニメーションと実写映像 

豊田佐吉：木製人力織機 

御木本幸吉：養殖真珠 

高峰譲吉：アドレナリン 

本多光太郎：ＫＳ鋼 

丹羽保次郎：写真電送方式 

・ 資料編（各人物15分程度） 

 発明家の生い立ち等にスポットをあてた内容：実写映像 

・ ＰＲ編 
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基本戦略４．支援インフラの整備 

 戦略１～３を推進するに当たって、知的財産に関する支援機関のネットワークを構築し、関連

事業間の調整や情報共有を行うことにより支援施策を効率的、効果的に展開するとともに、情報

発信を強化するなど利用者による支援施策の使い易さを向上させる。 

 その際、知的財産を専門とする支援機関のみならず、事業化や研究開発等の支援を行う産業支

援機関との連携も図り、地域が持つ支援機能を最大限に活用する。 

 

（１）知財関連機関のネットワーク形成を図る場の創設 

中部知財関連機関連絡会 

知的財産に関連する取組を展開している行政や支援機関及び産業支援機関が有

機的なネットワークを構築し、企画の調整や施策の情報交換を行う場として、「中

部知財関連機関連絡会」を設置し、毎年度３回程度の会合を実施。 

［参加機関］ 

・ 中部経済産業局 

・ 愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、名古屋市 

・ （社）発明協会各県支部 

・ 日本弁理士会東海支部・北陸支部 

・ （独）中小企業基盤整備機構中部支部・北陸支部 

・ ＜オブザーバー＞東海農政局、北陸農政局 

 

（２）知財関連情報へのアクセスの迅速化 

中部知的財産戦略本部Ｗｅｂサイト 

Ｗｅｂサイト概要 

 開設 平成18年 9月 

 掲載記事数 1,428件（平成21年 3月 24日現在） 

 ［ページ構成］ 

・ 近日開催のお知らせ 

     近日中に当地域で開催されるイベントの一覧 

・ おすすめ情報 

 特におすすめの制度情報、大規模イベント等の情報 

・ 施策情報データベース 

掲載されたイベント等の検索：地域、開催日、目的等で検索可能 

・ 中部知的財産戦略本部・中部知的財産戦略推進計画紹介 

 ［特徴］ 

・ 中部地域の知財関連機関にＩＤを振り分け、新着情報等は各機関の責任

の元で記事を作成。 

・ 掲載希望の記事は中部知的財産戦略本部事務局で内容を確認し、掲載機

関に適宜修正を依頼した上で掲載。 
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・ 掲載された記事は自動的に施策情報データベースに蓄積されるとともに、

新着情報として掲載。 

Ｗｅｂサイト閲覧者数推移 

 

 

中部知的財産戦略本部メールニュース 

メールニュース概要 

 発行開始 平成18年 10月 25日 

 発行頻度 隔週（２回／月） 

 通算発行号数 52号（平成21年 1月 28日発行） 

［記事掲載内容］ 

本部Ｗｅｂサイトに掲載された記事から新着情報を中心にピックアップし

て配信 

・ おすすめ情報 

・ 新着情報 

・ 近日開催のお知らせ 

・ 連載企画記事（『ご存じですか？使うと得する支援策』） 

・ その他 

読者数の推移 

 668（平成18年度末） 

1,105（平成19年度末） 

1,230（平成20年度末） 

 

中部地域の知的財産活用支援ガイド 

地域の関係機関が実施する各種知財関連支援策の浸透を目指し、各支援策の概要

をまとめた「中部地域の知財活用支援ガイド」を作成、発行。毎年度見直しを行

い、最新の情報を掲載するとともに、トピックスコーナーを設けて制度紹介等を

行い、総合的な施策ガイドブックとして整備。 

また、平成 20 年度版からは管内の市町村から情報を収集し、市町村独自で実施
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している知財関連支援策も掲載。 

 ［掲載施策数］（平成20年度版） 

・ イベント・講演会：５件 

・ セミナー：11件 

・ 相談窓口・相談会：11件 

・ 資金的支援：16件 

・ 専門家派遣：８件 

・ 情報・サービスの提供：８件 

・ 若年層向け：７件 

・ 市町村独自施策：８件 

・ トピックス：９件（先使用権制度、早期審査制度、特許料等減免制度 等） 

 

（３）金融機関との連携による支援機能の拡充 

金融機関向け知財活用セミナー 

 

平成１９年度 

地域金融において知的財産を担保にした金融商品の開発等、より活発な知財活用

に向けた金融機関担当者向けのセミナーを実施。 

［テーマ］ 

①知的財産の移転・流通における金融機関の役割 

②金融における知的財産活用の現状と今後の展望 

    ＜証券化、信託化、担保、出・融資等＞ 

③金融マン向け知的財産の基礎知識と実践 

④知的財産戦略の策定とその戦略的活用 

⑤知的資産による企業力の評価・格付けとその活用 

⑥知的財産の価値評価 

⑦知的財産の流通・交渉とその活用 

⑧企業における最新知的財産戦略の動向 

講師：㈱日本産業研究所・桜井勉氏  ほか 

  ※主な参加者の意見 

・ 特許の評価にあたって、評価項目について参考になった。可能であれば

具体的事例を２～３教えていただけるとより分かりやすいのでお願いし

たい。 

・ 金融機関を対象とするセミナーならもっと一般的な話（総論）を少なく

して、各論の話を充実して欲しい。具体的には、知財の評価の話や費用、

担保設定に当たっての留意点について知りたい。 

・ 知的財産の流通マーケットの実情についての講演、もしくは同マーケッ

トに関する人材との接触機会を希望します。 

 



58 

 

平成２０年度 

平成 19 年度に実施した全体セミナーの北陸地域での開催に加え、各金融機関の

支店担当者を対象に、各機関において開催する個別セミナーを実施。 

全体セミナー 

 ［テーマ］ 

  ①本当に役立つ銀行員とは？～知的財産時代の銀行員 

銀行員向け知的財産の基礎 

  ②本当に役立つ銀行員とは？ 顧客の悩み解決～知財を切り口に 

  ③幸せな事業承継はＭ＆Ａで！～中堅・中小企業のＭ＆Ａと知的財産 

Ｍ＆Ａ・事業承継等の動向と金融実務との連携 

  ④知財を活用した金融支援と企業価値評価 

知財を活用した金融実務のポイント整理 

 講師：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱・西村晴樹氏  ほか 

 

個別セミナー 

 実施金融機関：６機関 

（名古屋銀行、中京銀行、十六銀行、富山銀行、知多信用金庫、金沢信用金庫） 

 

（３）その他の支援 

 □知的財産専門人材と各分野の支援人材とのネットワーク形成促進 

 □知的財産関連人材の発掘・活用の検討 

地域における知財戦略支援人材の育成事業 

中小企業の知財戦略策定を支援する人材を育成するため、座学と企業への実地派

遣を組み合わせたプログラムによる研修を実施。研修成果を発表するワークショ

ップを開催することで、地域への成果還元を図る。 

 

平成１９年度 

［対象］ 

  愛知、岐阜、三重の各県に所属する弁理士、中小企業診断士、技術士等 

［受講者］ 

 弁理士：14名、中小企業診断士：２名、技術士：４名（保有資格数） 

 受講者合計：26名 

［プログラム］ 

・ 座学研修（３回シリーズ） 

・ 派遣先企業での実地研修（３回～５回） 

・ 研修者間での実地研修報告会 

・ 一般事業者等対象のワークショップ 
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「知的財産マネジメントシンポジウム」 

［派遣先企業への具体的支援内容］ 

・ （株）ツキオカ［岐阜県］ 

他社の関連特許に対する検討、ＳＷＯＴ分析、特許マップ作成。社内

セミナーの実施 

・ マルスギ（株）［愛知県］ 

特許マップ作成、規定類の見直し 等 

・ （株）マクシス・シントー［愛知県］ 

特許出願戦略の整理、検討 

・ 大岡技研（株）［愛知県］ 

ＳＷＯＴ分析による課題抽出、支援策活用検討 

・ 光精工（株）［三重県］ 

社内特許の分析、整理 

・ （株）コーワ［愛知県］ 

特許調査体制の整備 

 

平成２０年度 

［対象］ 

  中部地域の各県に所属する弁理士、中小企業診断士、技術士等 

［受講者］ 

 弁理士：11名、中小企業診断士：６名、技術士：４名（保有資格数） 

 受講者合計：28名 

［プログラム］ 

・ 座学研修（４回シリーズ） 

・ 派遣先企業での実地研修 

・ 研修者間での中間報告会、実地研修報告会 

・ 一般事業者等対象のワークショップ 

［派遣先企業］ 

・ （株）神清［愛知県］ 

先行技術調査・特許マップ作成支援、各種規程の整備支援、ＳＷＯＴ

分析による課題抽出 

・ （株）淺野機械工業所［愛知県］ 

 先行技術調査・特許マップ作成支援 

・ 鍋谷バイテック会社［岐阜県］ 

 特許マップ作成支援、知的財産管理体制の構築支援 

・ （株）Ｄｅｔｏ［岐阜県］ 

 先行技術調査支援、知的財産管理関連規程の整備支援 

・ エーティー技研（株）［岐阜県］ 

 特許マップ作成支援、知的財産管理関連規程の整備支援 

・ シーケー金属（株）［富山県］ 
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 先行技術調査・特許マップ作成支援、技術流出防止対策の検討 

・ （株）カロッツェリアジャパン［石川県］ 

 先行技術調査・特許マップ作成支援、ＳＷＯＴ分析による戦略構築支

援 

 

「地域における知財戦略支援人材の育成事業」に係る成果 

  ※派遣先企業からの評価（平成19年度受入企業） 

・ 今回の支援で、継続して培ってきた基礎知識を有効に活用して、さらに

会社が飛躍するためには、今後の当社の知的財産に関する企業戦略が必

須となってくることがわかった。 

・ ３回行われた会議は大変役に立つものだった。ただできれば、もう少し

回数は欲しいところだった。 

・ 当社は急速な技術力強化をすすめたこともあり、特許戦略の中で特に出

願件数において高いレベルへ達したと感じられるが、その反面「特許は

特許担当者だけ行うもの」といった誤った認識が技術開発部門に蔓延し

てきた感は否めない。そのようななかで、今回の多義にわたる実務に関

するアドバイスを受けることができ、今後の特許戦略の足固めを行って

いく上で大変に参考になったと感じている。 

  ※研修受講後の支援人材の新たな取組事例 

・ 研修で知り合った弁理士と中小企業診断士が協力し、中小企業向けのセ

ミナーを企画、実施。 

・ 顧客からの問い合わせに対し、研修で同じチームだった他の専門家を紹

介。 

・ 平成 19年度の受講生が平成20年度において支援チームの講師として参

加。 

 

支援人材向けセミナー 

中小企業の支援を担う人材を対象に、知財戦略に関する知識習得と人的ネットワ

ーク形成を目的に、勉強会・交流会を開催。 

 

平成１８年度 

東海（愛知）２回、北陸（石川）２回、延べ４回開催 

参加者数：延べ105人 

テーマ：第１回 中小企業における知財経営の重要性 

      第２回 特許ライセンス契約の考え方 

※主な参加者の意見 

・ 講演のみではなく、グループディスカッションがあって勉強になった。

こういうやり方は、ユニークで勉強になる。 

・ 各グループのディスカッション結果の発表では、各グループの専門家の

意見が聞けて、参考になった。 
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・ 知財は分野が広いため、人材ネットワークが重要。交流会はとても有意

義。 

 

平成１９年度 

愛知、富山（各３回シリーズ）で開催 

テーマ：第１回 知財支援人材に求められる役割 

      第２回 知財価値評価の考え方 

      第３回 特許ライセンス契約の考え方 

講師：内田・鮫島法律事務所・鮫島正洋氏 

※主な参加者の意見 

・ グループ討議の発表会は、他の人の意見も聞けて非常によかった。 

・ 3回を通じて参加したが、大変勉強になった。またぜひ参加したい。 

・ グループ討論は負荷がかかるが、それなりに参考になった。 

・ 新しい視点でおもしろかった。 

 

平成２０年度 

愛知、富山（各３回シリーズ）で開催 

テーマ：第１回 第三者による侵害行為への対応 

      第２回 自身による第三者権利侵害への対応 

      第３回 営業秘密（特に技術ノウハウ）の管理と漏洩対策のあり方 

講師： 日高東亜国際特許事務所・日高 賢治氏 

※主な参加者の意見 

・ 本日の授業はとても興味深かった。 

・ ディスカッションやその解説は大変役に立った。 

・ 実践的な講習で大変参考になった。 
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中部知的財産戦略本部 

 

１．中部知的財産戦略本部 名簿 

（敬称略） 

 

本部長 安井 義博 名古屋商工会議所副会頭 

   （ブラザー工業（株）取締役会長） 

副本部長 佐伯 外司 （社）中部経済連合会常任理事 

   （小島プレス工業（株）相談役） 

  北村耕一郎 北陸経済連合会常任理事 

   （キタムラ機械（株）代表取締役会長） 

本部員 

【学識者】 鈴木 將文 名古屋大学大学院法学研究科教授 

【大 学】 水谷 尚美 名古屋工業大学理事 

  渡辺 久士 豊橋技術科学大学客員教授 

【弁護士】 内藤 義三 愛知県弁護士会 

【弁理士】 石田 喜樹 日本弁理士会東海支部支部長 

【企 業】 杉  光 （株）デンソー専務取締役 

  小澤 素生 （株）ニデック代表取締役社長 

  堤  俊彦 日本耐酸壜工業（株）代表取締役社長 

  服部 醇 扶桑工業（株）代表取締役社長 

  菱沼 捷二 津田駒工業（株）代表取締役社長 

 

《オブザーバー》 

愛知県 産業労働部長                   富・ 賢一 

岐阜県 産業労働観光部長                 佐藤 道夫 

三重県 農水商工部理事（商工・科学技術担当）       南  清 

富山県 商工労働部長                   斉藤 俊明 

石川県 商工労働部長                   高本 隆 

名古屋市 市民経済局理事（産業流通）           長谷川二三夫 

（独）中小企業基盤整備機構中部支部 支部長        大熊 善蔵 

（独）中小企業基盤整備機構北陸支部 支部長        大矢 芳樹 

農林水産省東海農政局 企画調整室長            穴井 達也 

農林水産省北陸農政局 生産経営流通部長          米野 篤廣 
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２．中部知的財産戦略推進計画策定調査検討委員会 名簿 

 

（敬称略） 

 

渡辺久士    豊橋技術科学大学 客員教授 

 

盛田謙三    名古屋工業大学 産学官連携センター客員教授 

 

吉国信雄    金沢大学教授 イノベーション創成センター長 

 

山田圭一   （社）発明協会 愛知県支部 事務局部長 

 

（第１回・第２回委員会） 

近藤邦治   （社）中部経済連合会 中経連新規事業支援機構 所長 

 

（第３回・第４回委員会） 

浅利 仁   （社）中部経済連合会 中経連新規事業支援機構 所長 

 

高橋克彦    日本弁理士会 東海支部 副支部長 

 

多喜義彦    システム・インテグレーション（株） 代表取締役 

 

伊藤等司   （株）デンソー 知的財産部 キャリアパートナー 

 

大島伸康    ブラザー工業（株）執行役員 知的財産部長 

 

村松喜和    本多電子（株） 資産部 法務知財チーム チームリーダー 

 

澤守 忠    オリエンタルチエン工業（株） 開発部 部長 

 

山村真一   （株）コボ 代表取締役社長 
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３．策定過程  

 

 ６月１３日  第１回戦略検討委員会 

 

   ・第１期推進計画の総括 

 

   ・調査方針等の検討 

 

 ９月１２日  第２回戦略検討委員会 

 

   ・第２期推進計画の構成検討 

 

   ・将来像に関する検討 

 

 １０月２８日  第７回中部知的財産戦略本部会合 

 

   ・将来像及び第２期推進計画で取り組むべき事項の検討 

 

 １２月１日  第３回戦略検討委員会 

 

   ・第２期推進計画の具体的施策の検討 

 

 ２月１３日  第４回戦略検討委員会 

 

   ・第２期推進計画案の策定 

 

 ３月１３日  第８回中部知的財産戦略本部会合 

 

   ・第２期推進計画の決定 

 

 

 




