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（１）地域・中小企業支援の狙い

 知的財産の取得・活用を促進することにより、中小企業のイノベーション創出を支援。

 我が国の成長力向上に寄与するとともに、地方創生にも資することを目指す。
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企業経営への寄与

平成18年11月、JA帯広かわにしは、「十勝川西長いも」について、
北海道初の地域団体商標として、権利を取得。

安全性の高さから、アジアや米国でも人気を得る。
出願補助金を活用し、海外でも商標を取得。

生産量の10-15%に当たる2000-3000tを毎年輸出。
特に台湾向けは、平成11年から平成26年までに、輸出額が3.6倍の
７億5千万円に拡大。

地方創生への寄与

平成19年８月、市川市農業協同組合は、「市川のなし」
について、地域団体商標登録を行い、ＰＲを強化。

地域団体商標を取得していたことから、大手の山崎製パンとの共同商品
開発が実現。ジャムとして採用され、全国展開につながった。

権利取得後は、地元消費量、全国発送量ともに増え、権利取得以前より
売り上げが15％増。

平成２４年中小企業実態基本調査を基に、特許庁作成
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（２）地域知財活性化行動計画

全国レベルでは、特許庁及びINPITが中心となり、知財に係る制度や支援施策の普及啓発、情報提供、

各種の相談・指導対応など、基盤的な支援の取組等を着実に実施。

• 地域レベルでは、中小企業庁との密接な連携の下、「知財総合支援窓口」と「よろず支援拠点」が中心とな

り、各地域の実情に応じた支援の取組を展開。

• 弁理士、弁護士、（一社）日本知的財産協会など、関連する専門家、機関の知見・リソースを総動員。

また、商工会議所・商工会、地域金融機関、JETRO等と緊密な連携を図る。

• 中央レベルでは、意欲的なＫＰＩを、地域レベルでは、当該地域に所在する中小企業数等に応じた

ＫＰＩを設定した上で、ユニバーサルな知財サービスの実現を図る。

• ＰＤＣＡサイクルのプロセスにおいては、各地域の先進取組事例など、優れたノウハウを全国的に共有で

きる仕組みを構築。

基本方針 その１

基本方針 その２

基本方針 その３
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１．審査請求料等の減免
- 従来から、費用の1/2又は1/3を軽減。
- 昨年４月から、更に特許料等を10％引き下げ。
→ 軽減策の効果等を調査・検証。

２．外国出願の支援 【6.3億円】
- 現地代理人費用等の1/2を補助（27年度約700
件）
→ 2９年度には、900件まで拡大。

３．先行技術調査の支援
- 自社技術に関連する特許の調査・分析に係る費用
を補助（27年度 100件）
→ 研究開発段階を中心として、支援を充実
（29年度150件）。

４．出張面接審査
- 審査官が地方に出張し、出願に係る面接を実施
（27年度400件）。
→ 地方の利便性を図るため、32年度までに1000
件に拡大。

５．早期審査
- 一次審査期間は2ヶ月（通常10ヶ月）。 中小企
業の案件は、全て早期審査を利用可能。
→ 中小企業のニーズに応じ、着実に実施。

１．知財に着目した融資の円滑化【1.3億円】
- 知財ビジネス評価書等の作成支援（27年度150件）。
→ 31年度までに、地方銀行・信用金庫・信用組合（全国540機関）の
うち、47都道府県の300機関に普及させる。

２．知財の活用の促進 【2.0億円】
- 金融機関と大学が連携した知財マッチング、特許と標準を融合させた知財戦

略構築等を支援。
→ 知財紛争処理等のモデル的な取組も支援。31年度までに、他の地域に
展開可能な20件の取組を創出。

３．知財のマッチングから販路開拓までの支援 【1.2億円】
- 28年度から、民間出身の「事業プロデューサー」を福岡県、埼玉県、静岡県

に長期派遣（30年度まで）。
→ 効果を検証した上で、他の地域への展開を検討。

４．知財を活用した海外ビジネス展開の支援 【2.7億円】
- マーケティング調査等によるブランド戦略策定、海外メディア招聘・見本市出

展等のプロモーションを支援。
→ 28年度から、地域団体商標の海外展開を実施（11品目）。効果
的なプロモーション手法を検証した上で、他への適用拡大を検討。

５．海外展開を支援する専門家の派遣
- 民間企業での知財経験や海外駐在経験を持つ、「海外知的財産プロデュー

サー」（７名）が相談に対応。
→ 効果を検証した上で、人員の拡大を検討。

１．海外での侵害対策への支援 【1.0億円】
- 模倣品の調査、提訴された場合や悪意のある先取り
商標を取り消す場合における弁護士等への相談費用や
係争費用を補助。

→セーフティネットとして機能するよう、着実に運用。

２．海外知財訴訟保険の創設 【0.6億円】
- 28年度から、知財訴訟保険を創設。掛金負担を補助

（28年度には500社の加入を目標）。
→ 平成31年度までに、1,200社以上の加入を目指す。

３．相手国政府への働きかけの強化 【4.3億円】
- 政府間協議を行うとともに、相手国の税関職員を対象
とした研修等を実施（27年度の対象国は8カ国）。

→ 29年度から、対象国を拡大（TPP加盟国等13
カ国）。

４．国内知財紛争への対応
- 侵害行為の立証について、証拠収集が不十分である等

の問題が存在。
→ 知財紛争処理システムの更なる機能強化に向け、今秋
から、内閣府知財事務局とも連携し、特許制度小委に
おいて、検討を開始。

取得に係る支援 活用に係る支援 保護に係る支援

●各経済産業局の「特許室」及びINPITの「知財総合支援窓口」（47都道府県）の連携によるワンストップサービス
→ 営業秘密、農業分野を含め、横断的な課題に対応するため、「特許室」を「知的財産室（仮称）」に改組（２９年４月～）。

→ 審査官の出張面接審査、制度の普及啓発等を行う「巡回特許庁」の取組を拡充（２８年度６地域 → ２９年度９地域）。

→ INPITの「近畿統括拠点（仮称）」の設置（２９年10月までに）。

→ 「近畿統括拠点（仮称）」、経済産業局等において、テレビ面接審査を可能とする体制・施設を整備（２９年４月～）。

→ 地域・中小企業のニーズを踏まえた支援施策を展開するため、全国的なニーズ・満足度調査を実施（２９年4月～）。

●国内外の特許、実用新案、意匠、商標等が検索可能なデータベース（J-PlatPat（特許情報プラットフォーム））
→ データの内容を充実させつつ、着実に運用。アクセス数の増につなげる。

横断的支援
（金額は、平成29年度予算案額）

（３）地域・中小企業支援推進の全体像 ～基本方針その１
（特許特別会計予算1,４７２億円のうち、地域・中小企業支援関係予算：１５９億円 ）
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知財総合支援窓口
（47都道府県）

よろず支援拠点
（47都道府県）

（４）地域・中小企業の支援体制 （中小企業施策との連携）～基本方針その２

中小企業庁

経済産業局（特許室、中小企業課等）

特許庁

日本弁理士会
弁理士知財キャラバン

日本弁護士連合会
弁護士知財ネット

商工会議所
商工会

地域金融機関
政府系金融機関

中小企業支援知財支援

（独）中小企業基盤整備機構

特許出願件数における
中小企業の割合：14％（3.6万件）
（平成27年度）

中小企業（381万社）

（一社）発明推進協会

（一社）日本知的財産協会
大企業の知財部ＯＢ派遣等

（独）日本貿易振興機構

都道府県・市町村

地域における支援体制

連携

連携

連携

（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）



6

（５）ＫＰＩの設定～基本方針その３

 全国の知財総合支援窓口における相談件数
平成２７年度 ８万件 → 平成３１年度 ９．５万件（２０%増加）

 知財総合支援窓口を通じて弁理士、弁護士等の専門人材による支援件数
平成２７年度 12,500件 → 平成３１年度 15,000件

 全国の知財総合支援窓口とよろず支援拠点との連携件数
平成２７年度 700件 → 平成３１年度 1,500件

 知財に着目した融資等を行う金融機関数
平成２７年度６機関 → 平成３１年度累計50機関

 特許出願件数における中小企業の割合
平成２７年 １４％ → 平成３１年 １５％

 新規に特許等の出願を行う中小企業数
平成２７年 １,６００社 → 平成３１年 ２,５００社（特許出願の場合）

＜共通目標＞

 各知財総合支援窓口の相談件数

 各知財総合支援窓口を通じて弁理士、弁護士等の専門人材による支援件数

 各よろず支援拠点との連携件数

＜地域の特色を踏まえた目標（例）：平成２９年度中に設定＞

 農産品に係る相談・支援件数／特許等の新規出願件数

 モノづくりに係る相談・支援件数／特許等の新規出願件数

 海外展開に係る相談・支援件数／海外への特許等の出願件数

 知財に着目した融資件数

 他地域に展開すべき、先進的な優れた支援事例 等

中央レベル（特許庁及びINPIT)の目標

地域レベル（経済産業局及び知財総合支援窓口（４７都道府県）の目標

平成31年度に向けた都道府県レベル
のKPIを総括する形でとりまとめ、発表
（平成28年12月28日）
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（６）PDCAサイクルの確立～基本方針その３

 毎年４月及び１０月に、特許庁・中企庁幹部、経済産業局知財政策責任者、INPIT幹部、知財総合支援窓口代表
者等が一堂に会する「地域・中小企業の知財支援に係る連絡会議（仮称）」を開催。

 各地域の取組や目標の達成状況の報告を求める中で、先進的な取組事例を全国ベースで共有。

 別途実施する、中小企業向けのニーズ・満足度調査の結果も踏まえ、目標の改定、政策対応の見直し、充実を図る。

 各窓口ごとに、毎年度当初に、前年
度までの実績を踏まえつつ、当該年
度の目標及び事業計画を策定。

 経済産業局は、ブロックごとに、特許
庁・INPITは、全国ベースで、それら
を集約。

 毎年4月に開催する会議において、
全ての関係者間で共有。

 年度を通じ、全国ベース及び地域
ベースで、支援の取組を実施。

 各窓口ごとに、目標の達成や取組の
進捗状況について、毎年９月の時
点で中間評価を、毎年３月の時点
で最終評価をそれぞれ行う。

 経済産業局は、ブロックごとに、特許
庁・INPITは、全国ベースで、それら
を集約。

 毎年１０月及び４月に開催す
る会議において、中間評価及び
最終評価について、全ての関係
者間で共有。

 当該年度又は翌年度の目標や
事業計画の見直しにつなげる。

PLAN

DO

CHECK

ACTION



２．知財経営の定着に向けた取り組み
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 事業の競争力を確保し、リスクに備えるためには、知財を経営に活かす視点が必要。

 特許庁、INPITでは、知財経営の定着に向けた啓発や支援を実施。

（１）知財経営の定着に向けた取組

１．知財総合支援窓口における「知財経営」に関する相談・助言（ＩＮＰＩＴ事業）

全国４７都道府県に設置されている知財総合支援窓口において、中小企業に対し、「知的財産活動（知財制度を利用し
て知財を取り扱う企業活動。知財の出願・登録、活用等）の実践による経営効果」や「経営の課題に対する知的財産活動の有
効性」等についての相談・助言を実施。

２．グローバル知財マネジメント人材育成プログラム開発委託事業（ＩＮＰＩＴ事業）

中小企業等のグローバルな事業戦略において知的財産マネジメントが重要な役割を果たした事例等を基に、中小企業経営者
等を対象とする研修プログラムを開発するとともに、教材等（研修カリキュラム、ケース・スタディ教材とティーチングノート、自主研修
用のブックレット等）を作成。

３．「知的財産権活用企業事例集２０１６」の作成・頒布（特許庁事業）

知的財産を有効に活用している中小企業等の取組事例を掲載・発行。経産局や知財総合支援窓口で紹介・頒布し、知財
の重要性について普及・啓発を実施。

４．「知的財産経営プランニングブック」の作成・頒布（特許庁事業）

中小企業等が知的財産活動を通じて事業成果を創出する「知的財産経営」の普及を目指し、知的財産経営の定着モデル
を紹介。
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（参考）知財総合支援窓口における知財経営の相談・助言の事例

丸共バイオフーズ株式会社（北海道）
（企業概要）
設立：2003年 業種：無添化健康食品、化粧品の製造販売
従業員数：5名 資本金：1,000万円

窓口活用のきっかけ

既に国内特許出願を済ませていた同社の「ナノコンドロイチン」の外国出願を検討していたところ、ビジネス交流会で窓口の
存在を知り、外国出願に係る情報収集のために相談。

知財経営に係る課題解決のため、知財総合支援窓口の専門家（弁理士、中小企業診断士）による集中支
援を実施。同社は自社の「強み」と「弱み」を把握した上で知的財産を経営に活かすことの重要性を理解。

後日窓口の担当者が同社を訪問してヒアリングを行い、外国出願の期限は過ぎていたことがわかったが、他方で知財管理
や知財経営が行われていないことも明らかになり、知財総合支援窓口の専門家（弁理士、中小企業診断士等）による
集中支援を行うことになった。

まず、同社の経営や知財に係る現状と課題について検討し、支援テーマを「知財経営に係る課題の抽出とその解決に向
けた提案」とした。その後、知財経営に詳しい中小企業診断士と窓口支援担当者、同社社長との面談を重ね、最終的
には「事業価値を高める経営レポート(中小機構)」として取りまとめた。

窓口における支援内容

支援の効果

今回の集中支援により、知的財産に係る同社の「強み」と「弱み」を把握していただくとともに、知財経営に係る課題解決
に向けた重点戦略（組織体制強化、ブランド戦略、販路開拓）の重要性を理解いただくに至った。

その結果は、同社のファミリーブランド（MBF）を意識した「超吸収性ナノ型コンドロイチン」のパッケージ変更等にも効果
として現れた。

同社は知的財産を把握することの重要性やそれを経営に活かすことで業績向上の効果が得られるということを実感。



３．海外展開支援
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 容易に情報やサービスが企業間でつながり、また、国境を越えるようになっているが、外国出願の

費用は中小企業にとって大きな負担。海外で権利行使を受けるリスクも高まっている。

中小企業の海外特許出願率の推移

出典：特許行政年次報告書2016年版

出典：平成24年度中小企業等知財支援施策検討分析事業
「中小企業における知的財産活動と経営課題を認識した支援の在
り方及び外国出願実態調査」

海外展開における知財活動の課題

これまでの研究会での指摘

• 将来注目される技術をいかに国際出願として出願し、活
用できるか。予算の拡充も考えてほしい。

• 中小企業にとって海外出願に対する費用負担は大きいと
いえる。

• 外国出願や海外での権利行使だけでなく、権利行使を受
けた場合や現地企業からの冒認出願に対応するためな
ど、防戦のための支援も必要。

（１）中小企業の海外における知財活動
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◯平成２９年度予算案額 １８．２億円。
◯中小企業の海外展開を、海外知財リスク関連情報提供から先行調査、権利化、侵害対策までを「一気通貫」で支援。

平成２９年度予算案

（２）調査から出願、侵害対策まで一貫した海外展開支援①

権利化

外国出願支援補助金
中小企業等外国出願支援事業６．３億円（６．３億円）

中小企業者等による戦略的な外国出願の促進を図るため、(独）ジェトロ及び都道
府県中小企業支援センター等を通じ外国出願にかかる費用を助成。 ※平成20年
度開始

事業の内容

事業イメージ

【補助金交付先】都道府県中小企業支援センター等（地域分）
（独）ジェトロ（全国分）

【補助率】 １／２
【補助上限額】１企業の上限額：300万円（複数案件の場合）
案件毎の上限額：特許 150万円

実用･意匠･商標(地域団体商標含む)60万円
冒認対策商標出願 30万円

【補助対象経費】PCT国際出願・パリルート、マドプロ出願、ハーグ出願の各国移行に係る外国
特許庁への出願手数料、翻訳費用、現地・国内代理人費用

実績

【予定件数】７００件程度

25年度 26年度 27年度 28年度

実施地域 40地域
43地域
＋全国

43地域＋全国 47地域＋全国

利用件数 381件 540件 634件 審査中

模倣対策マニュアル・侵害事例集の提供等
各国知財制度基盤情報整備事業９．３億円（９．３億円）
台湾知財制度基盤情報整備事業１．０億円（１．０億円）

事業の内容

事業イメージ

【委託先】民間事業者等
※28年度受託者：交流協会（台湾）、（独）ジェトロ（台湾以外）

情報収集

実績（H8年度～）

知財専門家の配置
韓国、中国、台湾、シンガポール、タイ、インド、ドバイ、米国、ドイツ、ブラジル
模倣対策マニュアル・侵害事例集等の提供地域
韓国、中国、台湾、香港、 ASEAN、インド、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナ
ム、マレーシア、シンガポール、中東、UAE、トルコ、ロシア、アルゼンチン、チ
リ、パナマ、ブラジル、メキシコ （21地域。順次作成・更新）

【実施地域】
※28年度実施地域：中国、韓国、台湾、ASEAN、インド、中東、米州、欧州 （８地
域）

知財調査員を委託先海外事務所に配置し、現地の知的財産権関連機関と緊密な
関係を構築し、知的財産権制度及び運用にかかる情報を収集するとともに、日本
企業の要望を踏まえ、現地知的財産権制度の改善や協力要請等を実施する。ま
た、現地法律事務所等を活用し、侵害相談、模倣品対策マニュアル、侵害事例集
等を作成している。
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◯平成２９年度予算案額 １８．２億円 。
◯中小企業の海外展開を、海外知財リスク関連情報提供から先行調査、権利化、侵害対策までを「一気通貫」で支援。

平成２９年度予算案

海外侵害対策補助金
中小企業等海外侵害対策支援事業 １．０億円 （１．３億円）

事業の内容

事業イメージ

（独）ジェトロを通じ、模倣品による権利侵害調査（下記①）、海外において知財侵害
で訴えられた場合の対応（下記②）、さらに冒認商標※取消係争（下記③）に係る対
策費用を助成し、海外での適時適切な権利行使と侵害係争対策の促進を図る。
＜①模倣品対策＞
模倣品に関する調査から模倣品業者に対する警告・行政摘発手続までの費用。地域
団体商標も対象。
＜②防衛型侵害対策＞
海外で外国企業から知財侵害で訴えられた場合の弁護士への相談や訴訟準備・訴訟
に係る費用。地域団体商標も対象。

【補助金交付先】（独）ジェトロ
【補助率】①模倣品対策：２／３、②防衛型侵害対策：２／３、③冒認商標取消係争：２／３
【補助上限額】 ①模倣品対策：400万円、②防衛型侵害対策：500万円、③冒認：500万円
【支援予定件数】 ①模倣品対策：30件、②防衛型侵害対策：5件、③冒認：30件

事業展開（侵害対策）

＜③冒認商標無効・取消係争＞
中小企業の所有する商標や地域団体商標に係る異議申し立て、取消審判請求、訴訟
等冒認商標の無効・取消係争に係る費用。
※海外で悪意のある第三者が日本ブランド商標を先取りしている場合。

実績

事業の内容

新興国等、海外で知財侵害によって訴えられるリスクへの対策のため、中小企業等を会
員とした全国団体の団体保険として、海外知財訴訟保険を創設し、保険創設期の高額な
掛金について、補助金によって掛金負担を軽減し中小企業等の加入促進を支援。

平成２８年度【採択件数】

①模倣品対策 ２０件
②防衛型侵害対策 ２件
③冒認商標無効・取消係争 （新規）１０件

（２）調査から出願、侵害対策まで一貫した海外展開支援②

平25年度 平26年度 平27年度

利用件数 11件 11件
19件

（防衛型侵害対
策は2件）

海外知財訴訟保険補助金
海外知財訴訟保険事業 ０．６億円（０．６億円）

【補助金交付先】
海外知財訴訟保険を団体保険として創設する 中小企業等を会員とした全国団体。

【補助対象経費】 会員企業等の保険加入時の掛金。
【補助率】 １／２

事業イメージ
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日本国特許庁に対して、特許・実用新案・意匠・商標（冒認商標含む）の国内出願をしたもので、採択後に外
国特許庁に出願するもの。
※日本国特許庁の出願には、PCT国際出願及びマドプロ出願を含みます。

対象となる
出願

対象となる
費用

【補助率・上限額】
補助率：１／２
上限額：1企業に対する上限額：300万円（複数案件の場合）

案件ごとの上限額：特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標30万円

 地域実施機関の都道府県中小企業等支援センター等と全国実施機関の独立行政法人日本貿易振興機構
（JETRO）を補助事業者として、中小企業の外国出願にかかる費用の半額を助成。

【補助対象経費】
外国特許庁への出願料
国内・現地代理人費用
翻訳費用 等
※補助金採択決定後、年度内に発生するものに限定

【地域実施機関】
都道府県中小企業支援センター等

【全国実施機関】
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）
知的財産課 外国出願デスク
TEL：03-3582-5198

予定補助事業者
支援の流れ

（３）-１. 外国出願に係る費用の補助（平成29年度）
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対象となる
費用

「中小企業者」又は「中小企業で構成されるグループ」（構成員のうち中小企業者が３分の２以上を占める者）対象者

【補助対象経費】
現地侵害調査費
模倣品業者への警告文作成費
行政摘発費用 等
※ジェトロの採択決定後の費用に限ります。

【補助率・上限額】
補助率：２／３
上限額：４００万円

 JETROを通じて、海外で取得した特許・商標・中国意匠権等の侵害を受けている中小企業の現地の模倣品製造
元や流通経路等を把握するための侵害調査や模倣品業者に対する行政摘発等に要した費用の一部を助成。

支援の流れ

（３）-２. 外国での模倣品対策費用の補助（平成29年度）
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（参考）外国出願補助金・模倣品対策支援 活用事例

オプテックス株式会社（滋賀県）

出典：特許庁外国出願補助金事例集2016、特許庁中小企業海外展開支援施策パンフレット

ハウスマークの商標模倣
上）真正品 下）模倣品

意匠模倣（センサ）
左）真正品 右）模倣品

（企業概要）センシング技術を活用した防犯センサ、自動ドア、FA（ファクト
リーオートメーション）関連事業で世界12カ所に拠点を置いているほか、世界
80カ国以上で製品やサービスを供給。

外国出願・海外展開

原則として事業展開する国や地域では特許をはじめと
する知的財産権を積極的に取得する方針を取ってお
り、今までに出願した知的財産権は国内外で1,000
以上。

売上全体に占める海外比率は約７割に達するため、
展開していない地域に関しても将来の需要を見込み、
先取りして権利取得を進めている。

 「外国出願補助金」は、平成24年度から毎年度活
用。

最近では「レーザースキャンセンサ」に関連する特許、意
匠、商標を網羅し、米国、欧州、中国へ外国出願を
行った。

模倣品対策

これまで各国において商標権、意匠権を積極的に取得し
てきたが、中国において模倣品による大口の失注が判
明。

 「模倣品対策支援」を活用し、中国におけるハウスマークの
商標権侵害の対策を実施した結果、調査、摘発、行政
処分に成功。模倣品業者に対し罰金も課すことができた
ほか、模倣品サイト約５０ＵＲＬのインターネット広告
の削除にも成功。

「外国出願補助金」を利用して知的財産権を積極的に取得。「模倣品対策支援」も活用し、模倣品による信頼低
下を放置せず「模倣品を許さない会社」として対策に取り組む。
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対象となる
費用

「中小企業者」又は「中小企業で構成されるグループ」（構成員のうち中小企業者が３分の２以上を占める者）対象者

【補助対象経費】
採択決定後、平成29年12月31日まで（予定）に発生した
（損害賠償・和解金を除く）係争費用
例：弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、

訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用 等

※ジェトロの採択決定後の費用に限ります。

【補助率・上限額】
補助率：２／３
上限額：５００万円

以下のいずれかに合致する中小企業の係争案件
①冒認出願等により現地の産業財産権を海外企業に先取されている。
②無審査によって取得できる現地の産業財産権が海外企業との間で並存している。
③現地の産業財産権を保有しつつも、事業を実施していない企業から権利行使されている。

主な支援案件

 JETROを通じて、現地企業から権利侵害を指摘され、訴えられた中小企業等が行う知財係争に係る費用（弁
理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用等）の一部を助成。

支援の流れ

（３）-３. 海外企業から提訴された場合の係争費用の補助（平成29年度）
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対象となる
費用

「中小企業者」又は「中小企業で構成されるグループ」（構成員のうち中小企業者が３分の２以上を占める者）
地域団体商標に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。対象者

【補助対象経費】
採択決定後、平成29年12月31日まで（予定）に発生した費用
例：冒認商標に対する異議申立、無効審判請求、

訴訟に要する費用 等

※ジェトロの採択決定後の費用に限ります。

【補助率・上限額】
補助率：２／３
上限額：５００万円

取り消そうとする冒認商標と同一又は類似の商標権を日本国で保有していること。
※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。主な支援案件

 JETROを通じて、海外で現地企業から自社の商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し、 冒認
商標を取り消すために要する費用（異議申立、無効審判請求、取消審判請求費用等）の一部を助成。

支援の流れ

（３）-４. 冒認商標を取り消すための費用の補助（平成29年度）
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（３）-５. 海外知財訴訟費用保険

【補助対象費用】
海外知財訴訟費用保険の掛金

【補助率】
１／２

対象となる
費用

損害保険ジャパン日本興亜(株)、東京海上日動火災保険(株)、三井住友海上火災保険(株)
引受保険会社
(予定)

運営団体 日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会 【保険期間
（平成29年度事業予定）】

平成29年7月1日
午前0時 ～

平成30年6月30日
午後12時

制度の仕組み

 平成２８年度より中小企業者が海外において知的財産侵害を理由とする係争に巻き込まれた場合の「セーフティ
ネットとしての施策」として、海外における知的財産訴訟費用を賄う海外知財訴訟費用保険制度を創設。

 全国規模の中小企業者を会員とした団体を運営主体とし、会員中小企業者が保険に加入する際の掛金負担を
軽減（１／２補助）。

国

①補助金交付

運営団体

②掛金

保険の申込み
（保険料の１/２を払込み）

③保険料の支払い

・加入依頼書
・中小企業の確認書

中小企業
（加入者）

・加入依頼書
・中小企業の確認書

取扱代理店
（募集代理店）

商工会議所、商工会、中小企業組合の会員となっている、中小企業基本法で定める中小企業補助対象者

引受保険会社

○アジア地域（※）において、損害賠償等の訴訟が提起された場
合の弁護士・弁理士費用等の訴訟費用を補償
※中国、韓国、インド、東南アジア地域等。ただし、日本及び北朝鮮を除く

○警告状を受けた場合の対応に関する弁護士費用等も対象(各保
険会社の事前の承認を受け、かつ訴訟の提起に至ったものに限
る)

平成29年度事業予定



４．平成２９年度知的財産政策関係予算案等の
ポイント
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平成２９年度 知的財産政策関係予算案等のポイント
＜平成２９年度予算案額 １，４７２．４億円（平成２８年度予算額 １，４４６．４億円）＞

１．INPIT（※）が設置する「知財総合支援窓口」の機能強化
１２１．４億円の内数（１１９．４億円の内数）

• 各都道府県の窓口が中心となり、中小企業等を対象としたワン
ストップサービス機能を強化。

• 「政府関係機関移転基本方針」(平成28年3月)に沿って、INPIT
の近畿地方の統括拠点（仮称）を整備。

２．中小企業等の知財活動に対する支援 ２．９億円（２．８億円）
• 審査官による出張面接等を行う「巡回特許庁」を充実。
• 弁理士、支援機関等と連携し、知財紛争への対応等を後押し。

３．知財に着目した融資の円滑化 １．３億円（１．０億円）
• 地域金融機関が行う「知財ビジネス評価書」の作成支援等を通

じて、中小企業等の知財を活用した資金調達を支援。

４．中小企業等の海外向け知財活動の促進
６．８億円（ ６．８億円）

• 外国出願に係る経費及び海外での知財訴訟費用保険への加入の
補助。

５．模倣品対策 ４．３億円（３．８億円）
• 中国等の新興国において、我が国企業の知財が適切に保護され

るよう、相手国の税関職員を対象とした研修等を実施。

１．任期付審査官の確保 １０１人（新規）

２．ユーザーの利便性向上に資する情報システムの構築・運営
２９５．８億円（２９２．０億円）

• クレジットカード決済の導入等、システムの高度化等を推進。

３．海外特許文献の先行技術調査の推進
２５９．８億円（２６０．２億円）

• 民間機関と連携し、増加する外国特許文献の調査を実施。

４．人工知能等の関連技術による業務支援 ３．０億円（１．０億円）
• 業務の高度化・効率化に向け、活用可能性を調査・実証。導入に

向け、ロードマップを具体化。

５．第四次産業革命に対応する知財制度・運用の確立
８．５億円（５．７億円）

• 自動走行等の重要分野で、内外の技術・特許動向を調査。
• 産業界との連携の下、データ等の適切な保護・利活用のあり方等
について、幅広く検討。

６．我が国知財制度の新興国への展開 ５．１億円（５．０億円）
• 新興国の審査官等の受入研修、知財庁への講師派遣等を実施。
我が国企業の海外における権利の取得・保護に向けた環境を整備。

イノベーション創出を支える
知財システムの構築

中小企業等の知財活動に対する支援の強化

～第四次産業革命を視野に入れた、知財システムの確立及び知財活動に対する支援の強化～

世界最速・最高品質の審査を実現するとともに、第四次

産業革命に対応する知財制度・運用を確立することによ

り、 我が国の成長力強化に貢献する。

権利の取得・活用、知財紛争への対応等に対するきめ細か

い支援を通じ、中小企業等のイノベーション創出及び海外展

開を後押し。地方創生にも資する。

（※）（独）工業所有権情報・研修館


