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　COVID19 が世界中で猛威を振るうなか、中小・ベンチャー企業のみならず、

大企業であっても景気低迷の影響は避け難い状況である。そこで、本稿ではコロ

ナ禍における知財を通じた企業支援策について検討する。

　市場全体の落ち込みが認められる状況ではあるが、コロナ禍における新たな取

り組み、例えば、感染症対策、リモートワーク、新たな生活様式等に関連する市

場は活発化しており、この新たなニーズに対応する製品開発・研究開発は活発化

している状況が見られる。ベンチャー・中小企業においては、自社の強みを生か

し、市場変化に迅速に対応しており、大企業ではリモートワークが進む中でも研

究開発が継続的に進められている。特に、技術開発型ベンチャー企業において開

発された COVID19 関連発明は迅速に権利化を進めていく必要があり、これらの

発明を権利化するために弁理士による迅速な支援が期待されている。

　景気が低迷する中でも研究開発及び知財活動を持続するためには資金調達が不

可欠であるところ、政府・自治体等によっても様々な助成金制度を通じた支援策

が準備されている。ここでは、COVID19 関連の中から次の２つを例示する。（な

お、知財関連助成金の紹介については多種多様であるため、詳しいご紹介は別の

機会に譲る。）

・京都産業２１、「新型コロナウイルス感染症対策技術結集事業」（補助上限は１

　事業者又は１グループ当たり 2,000 万円以内、助成率 2/3、応募終了）

・中小企業庁、「小規模事業者持続化補助金」（従業員が２０人（サービス業の場

　合は５人）以下の法人・個人事業主が対象で、販路開拓等の用途について助成。

　一般型は補助上限額が 50 万円で補助率 2/3 であるが、追加枠として例えばコ

　ロナ特別対応型では 100 万円上限で補助率は 2/3 ～ 3/4 等もある。年度内で複

　数回応募）

　以上はコロナ禍における企業支援策のごく一部であるが、これ以外にも弁理士

が寄与できる取り組みも多く、顧客の期待に応えるべく努めていきたい。
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 In the situation where COVID19 is rampant all over the world, it is inevitable that not 
only SMEs and startups but also large companies will be affected by the economic downturn. 
Therefore, in this paper, we will consider measures to support companies through intellectual 
property in the Coronavirus.
Although the market as a whole is declining, the market related to new measures against Covid19, 
such as infectious disease control, remote work, and new lifestyles, is becoming active. For this 
reason, product development and research and development to meet this new need are becoming 
active.
 Startups and SMEs are responding quickly to market changes by taking advantage of 
their unique strengths, and large companies are continuously conducting research and 
development even as remote work progresses. In particular, startups need to quickly obtain 
patents for COVID19-related inventions, and prompt support from patent attorneys is expected.
Funding is indispensable for sustaining research and development even in the economic downturn, 
and the government and local governments are preparing support measures through various 
subsidy systems. Here, for example, the following two subsidies from among those related to 
COVID19 are shown.
 ・ Kyoto Sangyo 21, "New Coronavirus Infectious Disease Control Technology 
Consolidation Project"
 ・ Small and Medium Enterprise Agency, "Small Business Sustainability Subsidy"

 The above measures are only part of the corporate support measures for COVID 19. 
There are many other initiatives that patent attorneys can contribute to, and we would like to meet 
the expectations of our customers.


