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実施機関 一般社団法人首都圏産業活性化協会
連携機関 一般社団法人東京都中小企業診断士協会三多摩支部

一般財団法人知的財産研究教育財団
埼⽟県所沢市、東京都⽻村市、東京都⼋王⼦市、神奈川県相模原市

令和３年度中小企業知的財産活動支援事業費補助⾦
(中小企業知的財産支援事業）



事業のポイント

支援機関

・・を目指す中小企業

持続的なイノベーション創出
知財意識の普及啓発
企業内の知財人材のスキルアップ

デジタル化

イノベーション

行政機関 連携

中小企業の「稼ぐ力」の強化に向けた支援体制を構築

本事業の実施地域は、埼玉県、東京都、神奈川県、および首都圏近郊
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• 組織風土改革のプロによる支援
– 「自社に眠る財産掘り起こし」
～内部資源から新たな価値と可能性の引き出し～

• 知財の見える化支援
• 弁護士による支援

– 「知財戦略・予防法務セミナー」の開催
– 特許庁の「モデル契約書ver1.0」を雛形にハンズオン支援



事業の具体的内容

① 7つの連携機関で支援体制を形成

② 3つの支援ツール・ものさしを活用

③地域中小企業の「稼ぐ力」を強化するためのセミナー実施

④複数の選定企業への知的財産活動の推進

⑤自治体・支援機関・金融機関・コーディネーター向け勉強会

3



事業の具体的内容

②3つの支援ツール・ものさしを活用
「研究開発型スタートアップと事業会社の
オープンイノベーション促進のためのモデル契約書」
「経営デザインシート」
「知財人材スキル標準」
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右/モデル契約書_秘密保持契約書(AI編)雛形



事業の具体的内容
④複数の選定企業への知的財産活動の推進

1.「自社の眠る財産掘り起こしプログラム」の実践

2.「経営デザインシート」の作成支援
上記1の「自社の眠る財産掘り起こしプログラム」に基づき、環境変化に耐え抜き持続的成長をするために、自

社や事業の「存在意義を意識した上で」、「“これまで”を把握し」、「長期的な視点で「これから」の在りたい姿を構想し」、
「それに向けて今から何をすべきか戦略を策定する」。

なお、上記1と2の支援企業は一致していることが望ましいものの、必ずしも一致を前提とはしない。

3. 知財人材スキルレベルの把握
知財人材スキル育成結果を定量的に評価するため、「知財人材スキル標準（version 2.0）」を用いて、各企業に
おける知財人材スキルレベルの状況を把握する。

4.「ナレッジマネージメント（暗黙知の形式知化）」のハンズオン支援

5. デジタル化・イノベーション推進イベント(協会自主事業、関係機関主催)への参加促進
上記1～4の取り組みで明らかになったデジタル化推進・イノベーション推進のニーズに基づき、弊協会自主事業「技術連携交流会」、
あるいは関係機関により開催されるオープンイノベーションマッチングイベント等への参加の促進、もしくは個別
の状況に応じたマッチングの支援を行なう。

6. 弁護士によるオープンイノベーション促進のためのモデル契約書に基づくハンズオン
支援

上記1～5の取り組みを行なう過程において、企業の希望あるいはコーディネーターからの推薦に基づき、個別の状況に
応じ弁護士によるハンズオン支援を行なう。(原則3回まで)

7. 取組み事例発表会(合同発表会)の実施
各社の知財活動支援終了後に一堂に会し、代表企業数社による取組事例を報告/発表する。
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事業報告

1. セミナー等の開催報告
①「自社に眠る財産の掘り起こしセッション」基礎講座

②「自社に眠る財産の掘り起こしセッション」集合型研修

③「知財戦略・予防法務セミナー」

④自治体・支援機関・金融機関・Cd向け勉強会

2. ハンズオン支援結果報告
先行企業、支援企業

弁護士によるモデル契約書に基づく個別相談 3社

3. 展示会「スマートファクトリーJAPAN2021」の出展



セミナー等の開催報告
①「自社に眠る財産の掘り起こしセッション」基礎講座 (計3回)

• 開催日時

– 7月28日(水)16:00～17:30

– 8月6日(金)14:30～16:00

– 8月18日(水)16:00～17:30

• 開催方法 オンライン (Zoom)

• 講師 (株)スコラ・コンサルト プロセスデザイナー 内田拓氏

(一財)知的財産研究教育財団 事業部長 近藤泰祐氏



セミナー等の開催報告
②「自社に眠る財産の掘り起こしセッション」集合型研修(全4回)
・第１回 2021年 9月7日(火)10:00－17：00 自社の掘り起こしセッション

開催場所：八王子学園都市エンター11F ギャラリーホール
講師：株式会社スコラ・コンサルト

プロセスデザイナー岡村衡一郎氏、プロセスデザイナー 内田 拓氏
・第２回 2021年10月5日(火)10:00－17：00 自分自身の掘り起こしセッション

開催場所：杜のホールはしもと セミナールーム2

講師：株式会社スコラ・コンサルト
プロセスデザイナー岡村衡一郎氏、プロセスデザイナー 内田 拓氏

・第３回 2021年11月5日(金)10:00－17：00 フューチャーセッションで未来を描く
開催場所：所沢市役所 会議室
講師：一般財団法人知的財産研究教育財団 事業部長 近藤 泰祐氏

・第４回 2021年12月7日(火)10:00－17：00 ファイナルセッション
開催場所：富士電機株式会社能力開発センター
講師：株式会社スコラ・コンサルト
プロセスデザイナー岡村衡一郎氏、プロセスデザイナー 内田 拓氏

［実施形式］異業種交流型ワークショップ ［参加者］ 14名



セミナー等の開催報告
③「知財戦略・予防法務セミナー」 (全3回)
本講座では、モデル契約書雛形の作成委員でもあり、池井戸潤氏著「下町ロケット」に登場す
る神谷弁護士のモデルとなった鮫島正洋氏をはじめとする3名の弁護士を迎え、今後のビジネ
ス展開において知財活用をしていこうと検討している方や、大手企業との契約に関して課題を
お持ちの方などを対象にセミナーを開催した。
［日時・内容］
・第1回 2021年10月20日（水） 16:00～18:00

テーマ：技術法務総論＋知財戦略
講師 ：弁護士法人内田・鮫島法律相談事務所 弁護士／弁理士 鮫島 正洋 氏

・第2回 2021年11月10日（水） 16:00～18:00

テーマ：モデル契約書を使った法務のあり方／OIの進め方
～ハードウェアビジネスの進め方（材料編）～

講師 ：弁護士法人内田・鮫島法律相談事務所 弁護士／弁理士 高橋 正憲 氏
・第3回 2021年11月24日（水） 16:00～18:00

テーマ：モデル契約書を使った法務のあり方／DXの進め方
～個人情報保護・営業秘密（データ編）～

講師 ：弁護士法人内田・鮫島法律相談事務所 弁護士／獣医師 永島 太郎 氏
［実施形式］オンライン会議システムZoom

［受講者］ 97名



セミナー等の開催報告
④自治体・支援機関・金融機関・Cd向け勉強会
• 金融機関勉強会
テーマ：金融機関の未来 ～金融面から社会的課題を解決する人材の育成～
日時：11月15日(月)16:00～17:00 ＠八王子市新産業開発・交流センター及びオンライン
出席者数 ： 11機関15名（内訳：会場9名、zoom6名）
講師：一般社団法人 日本金融人材育成協会 会長 森 俊彦氏
対象：金融機関において、産業振興、産学官金連携等をミッションに活動している方

<アンケート回答(意見・感想)>

・中小企業支援で金融機関がやるべき事が見えてきた。
・ローカルベンチマーク（通称：ロカベン）や経営デザインシートを活用する重要性を再認識した。

・上記のツールを活用した取引先とのリレーションシップが、金融機関にとって不可欠であると
認識した。
・上記のツールが、金融機関・顧客・税理士等との共通言語として使われると良い。
・お客様との対話を深め、中小企業の価値向上に努めたい。

・中小企業の経営改善というと負債のリストラクチャリングになりがちだが、キャッシュを生む力
をどうつけさせるかが重要ということを改めて認識した。



ハンズオン支援結果報告
先行企業：
① (株)バンガードシステムズ（製品開発型自社で設計・営業を保有）所沢市・久保CD

② (株)MEMOテクノス（システム系） 相模原市・池田CD

③ (株)やましたグリーン（その他） 八王子市・下垣CD

④ (株)電子制御国際（製品開発型自社で設計・営業を保有） 羽村市・久保CD

支援企業：
① 立川精密工業(株) （ものづくり基盤技術型 工場で設備を保有）羽村市・川下CD 

② 壷坂電機(株) （製品開発型自社で設計・営業を保有） 八王子市・内山CD 

③ (株)イチカワ（製品開発型自社で設計・営業を保有） 羽村市・下垣CD

④ (株)シグマ工業（製品開発型自社で設計・営業を保有） 相模原市・川下CD 

⑤ (株)オギノ（ものづくり基盤技術型 工場で設備を保有） 群馬県・久保
⑥ (有)エース商会（その他）狭山市・下垣CD

⑦ (株)東金パッキング（ものづくり基盤技術型 工場設備保有）東村山市・内山CD

⑧ (株リサシステム（システム系） 町田市・内山CD 

⑨ 日光化成(株) （材料） 厚木市（大阪市・池田CD

⑩ (株)レスカ（製品開発型自社で設計・営業を保有） 日野市・久保CD 

⑪ (株)トライヤーン（ものづくり基盤技術型 工場で設備を保有）東大和市・池田CD 

⑫ プライムテックエンジニアリング(株) （製品開発型自社で設計・営業を保有） 文京区・川下CD

⑬ (株)ロボデックス(RoboDEX Inc.) 横浜市 川下CD

⑭ unibus運営事務局（個人事業主） ふじみ野市 池田CD



ハンズオン支援結果報告
• 弁護士によるモデル契約書に基づく個別相談

– (株)吉増製作所 (東京都あきる野市)

• 航空・宇宙分野の精密板金部品

– (株)海野技研 (東京都羽村市)

• スクリーン印刷用資機材

–ヤマグチロボット研究所 (東京都日野市)

• ロボットの研究開発・設計



ハンズオン支援結果報告 知財スキルチェック
「知財スキル標準version2.0」およびそれに用いる「スキルカード」をテーラリングして使用

事業段階 事業活動 No 設問 評価項目 知財レベル判定項目 「知財スキル標準」との紐づけ レベル１ レベル２

111 事業戦略に基づき、⾃社の技術を活かす⽅策や差別化となるポイントを考えているか︖ 三位一体戦略 事業活動と知財活動の関係性
戦略（1.1.1）、情報（2.1.1）、調査（2.2.1）、知的
創造（2.2.2）、委託・共同研究（2.2.4）、エンフォース
トメント（2.2.10）、価値評価（2.2.11）

□関係が認められない □やや関係している □一部業務で関係

112 先⾏・類似技術情報を収集しているか︖ 先⾏技術調査 開発技術の⽅向性、ニッチ度検討
戦略（1.1.1）、情報（2.1.1）、調査（2.2.1）、知的
創造（2.2.2）、エンフォーストメント（2.2.10）、価値評
価（2.2.11）

□調査していない □調査したことあり □調査ルールあり

113 知財の創出機会を増やし、社内の活性化につなげているか︖ 知財創出機会 改善・アイデア・発明提案活動 戦略（1.1.1）、人財（2.1.1）、創造支援（2.2.3）、
渉外（2.2.9）、価値評価（2.2.11） □何もしていない □個人任せ □改善提案制度はあ

り

114
知財リスクを想定しているか︖

知財リスク 情報漏洩、権利化不⾜、ノウハウ
漏洩、契約不備

戦略（1.1.1）、リスクマネジメント（2.1.4）、ブランド保
護（2.2.5）、技術保護（2.2.6）、デザイン保護
（2.2.8）、渉外（2.2.9）、エンフォースメント
（2.2.10）

□リスク想定なし □個人任せ □⾃社リスク想定ルー
ルやチェックリスト等あり

121
【仮】南アルプス市企業訪問

公開・非公開 オープン・クローズ戦略
戦略（1.1.1）、リスクマネジメント（2.1.4）、技術保護
（2.2.6）、渉外（2.2.9）、エンフォースメント
（2.2.10）、価値評価（2.2.11）

□何も検討していない □個人任せ □秘匿化／権利化を
検討している

122
知財化プロセスを経験させることで、人材育成につなげて
いるか︖ 知財化プロセス

企業に合った知財実務（先⾏技
術調査、出願・中間処理等）の
経験

戦略（1.1.1）、人材（2.1.2）、法務（2.1.3）、アウト
ソーシング（2.1.6）、知的創造（2.2.2）、創造支援
（2.2.3）、価値評価（2.2.11）

□何もしていない □個人任せ □社内・社外研修活
用

123 現場を巻き込んだ知財関連会議を⾏っているか︖ 知財管理 知財レビュー（会議の運営）
戦略（1.1.1）、人材（2.1.2）、法務（2.1.3）、アウト
ソーシング（2.1.6）、知的創造（2.2.2）、創造支援
（2.2.3）、価値評価（2.2.11）

□何もしていない □個人任せ □開発会議、他社製
品調査等、一部実施

124
（海外での）知財権をどうとるか決めているか︖

知財出願戦略 知財の価値を設定して、出願戦略
を策定

戦略（1.1.1）、情報（2.1.1）、法務（2.1.3）、リスク
マネジメント（2.1.4）、予算（2.1.5）、アウトソーシング
（2.1.6）、調査（2.2.1）、ブランド保護（2.2.5）、技
術保護（2.2.6）、渉外（2.2.9）、エンフォースメント
（2.2.10）

□何もしていない □個人任せ □ルールあり

125
社内(国内）の情報管理体制を整備しているか︖

情報管理 情報セキュリティ管理

戦略（1.1.1）、法務（2.1.3）、リスクマネジメント
（2.1.4）、ブランド保護（2.2.5）、技術保護
（2.2.6）、コンテンツ保護（2.2.7）、デザイン保護
（2.2.8）、エンフォースメント（2.2.10）、価値評価
（2.2.11）

□何もしていない □個人任せ □ルールあり

１．１
製品企画

１．２
研究開発

１
事業企画

「知財スキル標準
version2.0」およびそれに用い
る「スキルカード」をテーラリング

知財スキル標準テーラリング骨子 グローバル知財マネージメントチェックリスト（INPIT作成）

「中⼩企業知財レベルヒアリングシート」

⇒ 「中⼩企業知財レベルヒアリングシート」



ハンズオン支援結果報告 知財スキルチェック

「知財スキル標準version2.0」およびそれに用いる「スキルカード」をテーラリングして使用
⇒ 「中⼩企業知財レベルヒアリングシート」により現状把握
⇒ 経営デザインシートの作成支援と共にヒアリング

事業
段階

事業
活動

No 設問 評価項目 知財レベル判定項目
ヒアリングを⾏なっ
た21社の平均スコ
ア(5点満点)

１
事業
企画

１．１
製品
企画

111
事業戦略に基づき、自社の技術を活かす方策や
差別化となるポイントを考えているか？ 三位一体戦略 事業活動と知財活動の関係性 3.8

112
先行・類似技術情報を収集しているか？

先行技術調査 開発技術の方向性、ニッチ度検討 2.7
113
知財の創出機会を増やし、社内の活性化につな
げているか？ 知財創出機会 改善・アイデア・発明提案活動 3.0

114
知財リスクを想定しているか？

知財リスク
情報漏洩、権利化不足、ノウハウ漏洩、契約不
備 2.8

１．２
研究
開発

121
技術や製造方法の守り方と公開・非公開範囲を
決めているか？ 公開・非公開 オープン・クローズ戦略 3.1

122
知財化プロセスを経験させることで、人材育成につな
げているか？ 知財化プロセス

企業に合った知財実務（先行技術調査、出願・
中間処理等）の経験 2.4

123
現場を巻き込んだ知財関連会議を行っているか？

知財管理 知財レビュー（会議の運営） 2.8
124
（海外での）知財権をどうとるか決めているか？

知財出願戦略 知財の価値を設定して、出願戦略を策定 2.1
125
社内(国内）の情報管理体制を整備しているか？

情報管理 情報セキュリティ管理 3.1



展示会の出展
日程 令和3年12月1日(水)～3日(金)

場所 東京ビッグサイト 西2ホール
– 「『スマートファクトリーJAPAN2021』

• サービスロボットメカトロゾーン

出展内容
• 協会PR（各種資料、ポスター）
• 経営デザインシート作成支援事例展示

– (株)バンガードシステムズ(埼玉県所沢市)

– (株)イチカワ(東京都羽村市)

– (株)MEMOテクノス(神奈川県相模原市)

首都圏産業活性化協会 展示ブース

オープンセミナー＆パネルディスカッション

<ご参考>経産省令和3年度 中小企業知財活動支援補助事
業の成果発表とオープンイノベーションの支援を目的に、同展
示会場にて、神奈川県立産業技術研究所(KISTEC)および神奈
川県産業振興センター(KIP)と連携をはかり、オープンセミ
ナー・パネルディスカッションイベントを実施。


