
事例から導出できる日台コラボレーション
成功へのポイント

台湾におけるヒアリングから導出されたクリエイティブのコラボレーションと

「リバースイノベーション」に向けての成功マニュアル

令和元年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金
（地域中小企業知的財産支援力強化事業）



本書の内容

• 本書は、「令和元年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（地域中小企業知的財産支援

力強化事業）」での調査により導出された、食品・工芸品等地域産業の事業者の海外（台湾）展

開の要点をマニュアルとして整理したものです。

• 本書では、「日台コラボレーション編」「マーケティング編」「販路編」「知財編」の４部構成で、食

品・工芸品等地域産業の事業者や組合機関等が、海外展開や海外事業者との協働（コラボレー

ション）にあたり留意すべき点をまとめています。

• 本書は、上述の事業者・組合機関の他、地域産業の支援機関（地方自治体や支援団体）等での

活用も想定しています。

• 特に知財部分は、食品・工芸品等地域産業の事業者に最も関係が深いと思われる商標登録を

中心に取り上げました。

• 但し、法律のコンサルティング実務は日本でも外国でも国の認可を受けた専門家のみ可能です。

本書の内容はあくまで調査結果として示すものであり、法律実務については各国の専門家の指

導・支援を受けることをお勧めします。

• 本書は、本事業の趣旨から事業者や支援機関での幅広い活用を目的としていますが、引用、転

載、複製、配布等を行う場合は、お手数ながら下記調査機関までご一報下さい。
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地方または中小企業

中央または大企業

国外

従来のモデル 将来のモデル＝リバースイノベーション

地方

中央

国外
• 単なる原料供給地

• 中央/大企業への従属的な
経済関係

• 中央/大企業主導による商品開発

• 中央/大企業主導による価格戦略

• 中央/大企業主導による市場形成

• 中央でコントロールされた
日本での流行への追従

• 中央が地方と国外のコラボレーション
で生まれた流行や価値観に追従
＝逆転の発想

• 異なる視点・新たな価値観
による国外での付加価値化
＝クリエイティブ

• 原料コンセプトや
原料価値の向上

• 対等・双方向的なコラボレーション

• 新たなインバウンド
等の可能性

はじめに：リバースイノベーションとは？
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日台コラボレーション編
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台湾のクリエイターが日本を評価するポイント

• 古き良き日本

• 日本人の職人気質

• 日本的なカルチャー、思想、味覚

• 日本の文化発信力

• 台湾側では「飾らない日本」「そのままの日本」に価値を見出している。

• 背景には伝統的な日本への憧れに加え、近年の日本時代懐古ブームなどがある。

• しかし、そのままで台湾市場で受容される商品になるわけではない。

• これらは日本の「強み」だが、これだけを過信してはならない。

6令和元年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（地域中小企業知的財産支援力強化事業）



個性のある地域（都市）が面白い

7

沖縄

金沢

佐賀

丹波

富山
台南

• 日台いずれにおいても「個性のある地域」
に個性的なプロダクトのシーズがある。

• 日本では地方紙が健在な地域がこれに
当たるだろう。
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需要

共感

受容性 共通性

価
値

文化

台湾での成功事例に見る価値と文化のポイント

日台で共通する
文化と価値観

日本文化に対する
需要（ニーズ）と受容性

• 台湾での成功事例に見るポイントは、

• ユーザーの需要（ニーズ）と共感の「価値」の軸と

• 日本文化の受容性と共通性の「文化」の軸に分けることができる。

• 台湾で受容される可能性のある日本のクリエイティブは、この２軸を備えているか

• 台湾クリエイターとのコラボレーションでこの２軸を補完できるか、にある。

• この２軸のバランスを取ることのできる方策が重要である。

日本人は
なかなか

ここに気づいていない

台湾人は日本の
ものが好きだろう
だけではダメ

8

本当の日本が好き
日本ぽい文化・思想
味覚…が好き

ビジュアルより
「マインド」

欧米もあこがれるが
日本は「近い」存在
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日台で成功事例を導出するクリエイターに共通する行動特性

9

① 自分のプロダクトを持っている

② 自身で現地に赴く

③ 自身で目利きができる

④ 自身でコミュニケーションができる

⑤ 自身で活動・交流できる

年齢では
３０歳代に多い

• 日台それぞれにおける成功事例を見ると、クリエイター自身が以上の５点を実行している場合に

おいて、成功確度が高い。

• これらのコンピテンシーを備えた人的ネットワークから「リバースイノベーション」の流れが生まれる。

• 「イノベーション」を起こすには、同じ「マインドセット」を持った人的ネットワークが不可欠である。
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日台クリエイティブ文化の差異
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項目 日本 台湾

クリエイティブの特性 伝統を継承する
クラフトマンシップと高い技術力

フレキシビリティーさ
柔軟な思考

プロダクトの個性 伝統的 革新的

プロダクトの速度 遅い 速い

文化の多様性 画一性 多様性

文化の開放性 閉鎖的 開放的

文化のきめ細かさ きめ細かい おおらか

文化の奥行き 奥が深い 歴史が浅い

クリエイターの気質 職人的 商人的

• 日台のクリエイティブ文化の差異は

• 日本側が「伝統の継承」「文化の奥深さ」「職人気質」などの特徴を持っているおり

• 台湾側は「革新的発想」「柔軟性」「多様性」「開放性」など真逆の個性を持っている。

• 日本の「美徳」は非常に評価される反面、日本の方法やスピード感だけでビジネス的に成功するとは言い難い。

• また台湾は機敏なビジネス力や多様性・開放性は強みだが、深さや奥行きに欠けると言われる。

• 日台のクリエイティブ文化差異を補完し合うことで、より多様な市場に受容される成果が生まれる。



日本側の課題とイノベーションの創出
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よそもの わかもの ばかもの

•日本の伝統の再評価
•「よそもの」目線の提案
•両国のｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞの結合

•これまで想像しなかったﾃﾞｻﾞｲﾝ
•これまで想像しなかった用途
•従来のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ変革の契機

•新しい世代からの再評価
•「わかもの」目線の行動
•新しいﾋﾞｼﾞﾈｽへの挑戦

•これまで想像しなかった取組み
•首都圏にこだわらない価値観
•若者が地域に戻る契機

•地域を愛する層からの再評価
•「ばかもの」目線の巻込み
•多様な人的ﾈｯﾄﾜｰｸの形成

• 地域を変えるのは「よそもの」「わかもの」「ばかもの」と言われる。
• 日本での事例調査からは、地域で取り組むべきこととして、次の流れが見えてくる。

•これまで想像しなかった枠組み
•地域の多様な人材・資源の巻込み

•地域にｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝが起こる契機

日本の課題
•伝統による拘束
•価値観の画一化による「ガラパゴス化」
•地域産業の魅力と競争力の喪失
•継承人材の不足と伝統の風化（悪循環）

「再挑戦」による「これまで想像しなかった動きや成果」から「変革」が起きる＝イノベーション

異なる立場や価値観による「再評価」から「新しさ」と「多様性」による「再挑戦」が生まれる



マーケティング編
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マーケティング的な考えからみたクリエイティブ産業の特徴

13

設計

購買理由

特徴

競争の鍵

販売先の国によって外観や規格の
差はあるが、基本的には同じ設計

＝標準化

製造業（モノ） サービス業、文化産業（コト）

各国や地域のニーズは違う
現地のニーズに合わせる

＝現地化

ポイント

同じ規格・機能・品質の商品なら、
ブランド価値の高いもの

または価格の安いものが選ばれる

価格は重要な要素だが、
コンセプトやデザイン、価値観等
無形の要素が重視される

有形 無形

標準化・低価格化 現地化・付加価値向上

令和元年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（地域中小企業知的財産支援力強化事業）

製造業は「標準化」の世界、クリエイティブ産業は「個性」の世界



海外コラボレーションの成功と失敗の比較

動機

人脈

交流

情報

リスク
回避

自社の商品やサービスの可能性を
見出し、積極的な利益追求姿勢があ
る。

成功事例 失敗事例

自社の商品やサービスの可能性を
見出だせず、積極的な利益追求姿
勢もない。

ポイント

海外展開に必要な人脈がある。海外
と国内に幅広く人脈を持っている。

人脈がない。または人脈を重視して
いない。

人脈を通じ、自身で現地を調査し、
持続的な交流に努めている。

現地との継続的な交流を保っていな
い。

人脈と交流を通じ、自身で現地の
様々な情報を入手している。

自身での情報収集を行わず、「情報
は他人がくれるもの」と思っている。

商習慣や文化の違いを認識し、リス
クの把握と回避に努めている。

商習慣や文化の違いを認識せず、リ
スクの把握と回避ができていない。

リスク
補填

いざという時にリスクを補填できる
別財源を確保している。

いざという時にリスクを補填できる
別財源を確保していない。

14



自社商品のポジショニングを考える

15

大企業製品の圧倒的な大量生産・販売と低価格に対して
中小企業製品の少量＆高価格を如何に付加価値に結びつけるか？

価
格

流通量

量販店取扱いブランド

理想的なブランドポジション

小規模メーカー品B類型
例：ライフスタイル提案型店舗や
デザイナーズショップなどで販売
されている商品群

小規模メーカー品A類型
例：土産品店等で販売されて
いるような商品群

「
京
都
型
」

「大阪型」

低

高

少 多

独自ブランドの発展経路

令和元年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（地域中小企業知的財産支援力強化事業）



販路編
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今までの
海外展開

原材料

研究開発

生産工場
商
品

国内卸問屋

生産者・事業者

海外小売業者

グローバル商社

海外卸問屋

海外
消費者

流通構造が多層的・複雑になっており、日本の生産者は川下の業者に任せっぱなしの状況。海外の消費
者に合わせた商品開発をしようと、消費者情報を取得しようとしても、消費者情報は現地流通業などが持っ
ており、日本から直接アクセスできない。
また、営業・広告も現地に任せているため販路の実態もつかめていない。 → 海外展開＝人に任せる

卸・物流業者

商品流通から見た海外展開・コラボレーション（１）
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これから
の

海外展開
①

原材料

研究開発

生産者・事業者

海外小売業者
海外
消費者

現地流通小売り業との協働による海外展開モデル。事前に海外小売業者と共同で商品開発を行うことによ
り、現地消費者のニーズに合わせたモノづくりが可能。さらに小売業への取引条件のハードルが低くなり商
談難易度が下がることや、店頭での販促などのサポートなどを受けられる可能性もある。売り先が確定して
いるため、生産計画も立てやすい。現地小売業は、日本製品の先行販売や独占販売などのメリットがある。

既存商品

流通小売業者

現地の消費者情報

現地市場・
競合情報

売り場の
確保

生産工場 配送業者

店頭での
販促支援等

販売数量の計算ができる 商社などの営業機能が必要ないため、
中間手数料が下がる

現地ニーズに
あった商品開発

現地での認知度向上によりインバウンドも促進

商品流通から見た海外展開・コラボレーション（２）
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これから
の

海外展開
②

原材料

生産工場 商
品

生産者・事業者 小売業者 消費者

自社リソースの活用による海外展開モデル。BtoBのビジネスモデルで、既存リソースを活用するモデルの
ためリスクが少ないモデル。原材料の提供による商品開発や、既存ブランドの知名度などを活用した海外
での商品展開など、有形・無形資産を活用した海外展開が考えられる。

台湾製造者

ブランド資産

知名度・日本No1など

配送業者

自社流通網

現地卸問屋

逆輸入

卸・物流

研究開発

台湾原料

海外
消費者

国内
消費者

海外
小売業者

国内
小売業者

商品流通から見た海外展開・コラボレーション（３）
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これから
の

海外展開
③

原材料

生産工場
日本製
商品

海外製造業者

自社製造技術の活用による海外展開モデル。海外の事業者から依頼を受け、自社でMade in Japanの商品
を製造し輸出するビジネスモデル。海外企業が日本製の商品を販売したい際のOEM・ODM機能を自社が
請け負う形。自社に独自の技術などがある場合は受注を受けやすい。

日本製造者

研究開発

ブランド資産

ブランド資産
知名度・日本No1など

小売業者 消費者海外製造業者

海外流通網

営業・広告

輸出 海外
小売業者

海外
消費者

商品流通から見た海外展開・コラボレーション（４）

令和元年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（地域中小企業知的財産支援力強化事業） 20



これから
の

海外展開
④

原材料

研究開発

生産者・事業者 小売り 消費者

現地インフルエンサーとの協働による海外展開モデル。すでに中国ではDtoC業態としてライブコマースが
一大市場となっている。既存の流通小売り業を通さず、ファンが多いインフルエンサーに商品を紹介しても
らうことで、消費者から直接注文をもらうモデルである。このモデルも既存の商品をインフルエンサーに提案
するのではなく、インフルエンサーと商品開発段階から組むことで販路・広告効果の確保ができる。このモ
デルは越境ECでも対応可能。

既存商品 現地のファン・フォロワー

現地市場・
競合情報

広告・販促
の確保

生産工場 物流業者

受注データの
送信

販売数量の計算ができる 商品の配送・保管・現地での発送

現地ニーズに
あった商品開発

現地インフルエンサー

ECサイト

SNS上

消費者への発送

消費者への直接発信

海外小売業者

海外小売業者

海外
消費者

商品流通から見た海外展開・コラボレーション（５）
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知財編

令和元年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（地域中小企業知的財産支援力強化事業） 22



台湾で商標登録等を行う際のチームビルディングとコスト
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日本側 台湾側

法律専門家
（専利師事務所・商標代理人）

翻訳者
（資料翻訳）

通訳者
（現場通訳）

法律専門家
（弁護士・弁理士）

事業者・組合等
（当事者）

支援者
（支援機関・行政）
（コーディネーター）

支援者
（支援機関・行政）
（コーディネーター）

日本側でも法律専門家の支援を
受けられることが理想

同じ中国語とはいっても
台湾と中国大陸では

法体系も専門用語も異なるため
台湾側で通訳・翻訳を行うことが理想
（台湾の法律事務は台湾人に依頼する）

日本側の海外展開支援の活用
（出願自体は当事者の支出となる）

台湾側でも日本企業の
台湾展開を支援する機関がある

台湾に住所や営業所がない場合は、

現地の「商標代理人」（専利師、弁護士、
会計師等）に委任して出願する必要が
ある（仮に住所があっても代行依頼が賢明）

代行料・顧問料

通訳料

翻訳料

顧問料

•独自でやらないこと（無理です）
•費用を準備すること
（それなりにコストがかかります）

申請料・登録料

コーディネーター料（場合により）

コーディネーター料（場合により）

注意
台湾でも日本でも無資格の者が
法律サービス業務を行うことは

違法行為になります。
法律のコンサルティング実務は

各国で認可を受けた専門家のみ可能です。

旅費

日本側の海外展開支援の活用
（出願自体は当事者の支出となる）

実務は代行を依頼す
るとはいえ、現地に
足を運ぶことが必要



台湾の知財法規（概要）
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経済部智慧財産局

• 台湾における知的財産（知財）行政は「経済部智慧財産局」が行っている。

• 台湾の知財管理は先進国でもハイレベルにある。

• 台湾でも商標権侵害に対する刑事罰がある。

光ディスク
製造関連法規

集積回路ﾚｲｱｳﾄ保護法
（積體電路電路布局保護法）

および関係法令

偽造防止関連法規
（査禁仿冒相關法規）

特許
（專利）

特許法（專利法）
および関係法令

商標
（商標）

商標法
および関係法令

著作権
（著作權）

著作権法
および関係法令

その他

営業秘密法
および関係法令

「経済部」は日本の「経済産業省」に相当



台湾における商標登録の流れ
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商標出願者

出願申請

認可
（拒絶理由なし）

実体
審査

納付

登録証発行

更
に
未
納

①

出願公開
不可

不服処分30日

拒絶査定
30日

②期限満了6ヶ月以内に未納の場合、
登録料は2倍となる

出願公開 出願評議

出願廃止

行政処分

方式
審査

経済部

登録料
期限内未納

②

異議申立

智慧財産法院
行政訴訟第一審

最高行政法院
行政訴訟上訴審

不服の場合
2ヶ月

不服の場合
20日

訴願

①故意によらずかつ第三者の
商標登録出願に影響しない場合

※中華民国経済部智慧財産局
『商標審査及行政救濟流程』より引用



台湾における産地標章制度
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※中華民国経済部智慧財産局
『台湾産地標章』より引用（一部改変）

地名

証明または使用に指定する商品/ 役務

当該地域の地理的環境と相当の関連性を有すること

• 自然的要素

地理的環境の土壌、気候、風、水質、標高、湿度などの要因
に帰すること

• 人文的要素

当該地域の伝統または特殊な製造過程、産出方法、製造技
術などとの関連性を備えること

登録要件

ロゴに特定の地理的名称を含むこと

地名 ＋ 商品／役務

地名 ＋ 商品／役務 ＋ 図形

当該地域の商品/ 役務が特定の品質、名声
またはその他の特性を備えていること

沖繩

例

沖繩蜜柑

沖繩蜜柑

出
願
者

他者の商品または役務を証明
する能力を有する法人、団体、
または政府機関に限る

法人格を有する組合、協会ま
たはその他の団体

代表性の具有

外国出願人の場合は、その名義でその原産国の保護を受けている
証明書類を添付すること。これをもって認定される

標章使用の監督管理能力を有すること

使
用
規
範
書
に
記
載

す
べ
き
事
項

1. 証明の内容
2. 使用条件
3. 管理・監督方法
4. 当該標章の使用申請手続
きと争議解決方法

1. 会員の資格
2. 使用条件
3. 管理・監督方法
4. 規範違反への処理規定
5. 当該地域範囲内にある者は、そ
の商品または役務が使用規範書
に合致している場合、当該者を会
員として認めることに同意すること

使
用
上
の
注
意
事
項

使用規範書に規定された条件に合致
するいかなる者も、標章権者への申
請・同意を経て使用することができる
が、標章権者自身の使用は認められ
ない。

規範書の規定された条件に合
致した会員および権利者ともに
使用可能。

他者が既存の商取引慣習に基づき誠実の原則により当該商品また
は役務の産地を表示することについて、禁じる権利はない。

出願料：5,000 台湾元/ 件
登録料：2,500 台湾元/ 件

出願料：3,000 台湾元/ 類
登録料：2,500 台湾元/ 類

登録手続

産地証明標章 産地団体商標

出
願
登
録
料

※実際には、出願登録料の他に、現地での通訳・翻訳費や出願・登
録の代行費（商標代理人等）の費用を要する。



台湾における産地標章制度
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日本からの登録例

① 琉球泡盛（沖縄県）

② 市田柿（長野県）

③ 日田梨（大分県）

④ 佐賀海苔有明海一番（佐賀県）

⑤ 高岡銅器（富山県）

⑥ 宇都宮餃子（栃木県）

⑦ 常滑焼（愛知県）

⑧ 今治タオル（愛媛県）

⑨ IMABARI TOWEL（愛媛県）

⑩ 高崎だるま（群馬県）

⑪ 十勝川西長いも（北海道）

※中華民国経済部智慧財産局
『台湾産地標章』より引用（一部改変）

産地証明標章 産地団体標章 合計
台湾 32 33 65
外国 19 15 34
合計 51 48 99

果物 18件

酒 7件米 11件

茶 25件

工芸品/ その他7件

その他農産品/ 加工品 21件

畜産品/ 水産品/ 加工品7件

コーヒー 3件



海外展開時の商標に関する注意

• 商品の製造は自社で行っていることから、商標権もすでに国内
企業が有しているものを活用することが考えられる。

• 海外展開の際には、模倣等が発生しないように、現地での権利
化を検討することが重要。

✓現地での類似品や商標登録等の先行調査は必須。

✓現地での権利化にあたっては「資料等の翻訳」「現地現場での
通訳」「現地法律専門家への報酬」等のコストを計上することが不
可欠。
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既存の流通における知財の取り扱い

• 技術・ブランドともに自社企業が開発するため、特許権・商標権
も自社企業が出願・管理することとなる。

✓そのため、現地の販売代理等の取引先や法律専門家等との協
働が必要になる。

• 海外展開時には、現地において模倣品が発生したりしないよう、
現地での権利化を検討する。

✓台湾には「特許法」「商標法」「著作権法」の他に「偽造防止関連
法規」がある。権利化にあたり法律専門家との協働は不可欠。

• また、取引先との契約においても、技術・ブランドを勝手に使用
されないよう、特許権・商標権の扱いに注意する。

✓取引先のみに一任せず、自社でも現地にて顧問弁護士を委任
する等の対策が必要になる。
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現地事業者との協働時の注意（１）

• 現地の事業者と最初の段階から共同研究を行う場合は、商標
権等の知的財産権は共同出願を検討することとなる。

✓協働先のみに一任せず、自社でも現地にて顧問弁護士、専利
師、商標代理人等を委任する等の対策が必要になる。

• 現地の消費者情報を基に商品開発を行うため、ブランド作りも
現地小売事業者が主導する可能性が高くなる。

✓商売の「損得」より自社の「権益」を重視し、長い目で考える必要
がある。台湾企業は機会損失を恐れるため、一般にビジネスの
速度が速いが、これに呑み込まれてはならない。

✓そのような中で、商標権の利用に関する契約も、現地企業が有
利になる可能性が高いため、最初の段階で法律専門家等に相
談し、契約書に何を記載するべきかを検討する。
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現地事業者との協働時の注意（２）

• また、研究開発・生産を日本国内で実施する場合は、特許権は
国内企業の発明から生じることができると考えられる。

✓これらを証明することのできるエビデンスや日本国内での特許出
願等が必須。

• しかし、模倣品防止の観点から、当該特許権についても台湾地
域にて出願を行うかどうか検討を行う

✓取引先のみに一任せず、自社でも現地にて顧問弁護士を委任
する等の対策が必要になる。

✓その際には、出願できる期限（優先権期間）に注意する。これに
ついても現地の法律専門家等のサポートが必要。
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自社リソースの活用による海外展開モデルの場合

• ブランドは国内企業が有するものを活用するため、商標権もす
でに国内企業が有しているものを活用することが考えられる。

✓日本国内においても商標登録等の対応が必要。

• しかし、現地企業（台湾製造者）が現地で国内企業に先駆けて
商標出願を行うおそれもあるため、早い段階（海外展開を検討
している段階等）での現地での権利保護を検討する。

✓有名な商品、人気のある商品、地域を代表する商品などはこれ
らに該当する可能性が高い。組合等とも連携し、地域ぐるみで対
策を行う必要がある。
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自社技術の活用による海外展開の場合（１）

• 海外製造業者の原材料・ブランド資産に対して、自社技術を用
いて製造を行うため、この自社技術について、どこまで海外事業
者に提供し、どこまで自社内で保護を行うかが重要となる。

✓台湾における知財保護は「特許法」「商標法」「著作権法」の他に
「営業秘密法」や「公平交易法」などの法律がある。現地弁護士
を顧問弁護士として委任することが不可欠。

• 技術の保護の一つとしては、特許権の出願が考えられる。

✓しかし、国内ですでに登録されている特許権を台湾地域に出願
する際には、出願できる期限（優先権期間）が定まっているため、
出願時期に注意する必要がある。
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自社技術の活用による海外展開の場合（２）

• 製造特許については、当該技術が相手先企業や現地競合企業
に知られてしまうおそれもある。

✓そのため、模倣を見つけることが難しい技術（完成した製品だけ
ではわからないような技術）については、自社内でノウハウとして
管理・秘匿することを検討することも重要。

✓台湾における知財保護は「特許法」「商標法」「著作権法」の他に
「営業秘密法」や「公平交易法」などの法律がある。現地弁護士
を顧問弁護士として委任することが不可欠。
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現地インフルエンサーとの協働時の注意

• また、商品の紹介をインフルエンサーが行う際に、当該商標が
適切に使用されているか管理することも重要になる。

• 例えば、ブランドの表記やデザインが、国内企業の想定している
とおりに使用されているかどうか。

• あるいは、ブランド価値を低減させるような使用方法（公序良俗
に反するような使用方法）がなされていないかといったことを、定
期的に確認する必要がある。

✓インフルエンサー等に一任せず、彼らが記事等を発表した際に
は必ずチェックが必要。

✓ブランド表記や使用についての規則を作成し、インフルエンサー
等との契約には必ず併記または別添文書として添付する。
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さいごに：日台のクリエイティブが目指すべき方向性

日本 台湾

36

欧米市場

コラボ

それぞれの国へ

• 日本と台湾のコラボレーションを例とした、新しいクリエイティブでは、単に「台湾のものを日本
へ」「日本のものを台湾へ」と言った単方向のものではなく日本・台湾双方で発展できる可能性
が見い出された。

• また、日本と台湾のコラボにより生まれたプロダクトが欧米市場にも発展し得る可能性も示唆さ
れた。

• コラボレーション時に必要となるのが主として「権利」（商標権、意匠権、著作権…）の知財保護
である。

• 従来の単に「日本商品を台湾に売る」際の知財保護でなく、双方のコラボレーションから生まれ
るものへの知財保護を考慮する必要がある。

ここで重要になるのが
「知財保護」！
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令和元年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金
（地域中小企業知的財産支援力強化事業）

事例から導出できる日台コラボレーション成功へのポイント

内閣府沖縄総合事務局経済産業部地域経済課

調査機関

ブルームーンパートナーズ株式会社（代表企業）
株式会社コムブレインズ
合同会社ブランドスケープ


