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～【知財関連】～
◇◆トピックス◇◆
1．「海外における知的財産権の侵害調査および権利行使費用の助成
（中小企業海外侵害対策支援事業）」 公募開始しました！！
海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業のために、模倣品・海賊版の
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製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、
その調査および一部の権利行使にかかった経費の2/3（上限額：400万円)をジェ
トロが負担します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/
___________________________________________________________________
2．中小・ベンチャー企業、小規模企業の特許料が約1/3 に！！
産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、中小・ベンチャー
企業や小規模企業等が国内出願を行う場合の「審査請求料」と「特許料」に
ついて、平均的な内容の出願で、約38万円が約13万円に軽減されます。
また、国際出願を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数
料」が約11万円から約3万5千円に軽減されます。
この軽減措置は平成26年4月以降に審査請求等が行われた場合に適用され
ます（平成30年3月までの時限措置）。本措置によって、中小・ベンチャー企
業による国内外の特許出願が促進され、イノベーションが推進されることが
期待されます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
___________________________________________________________________
3．特許法等の一部を改正する法律（平成26年5月14日法律第36号）について
平成26年3月11日に閣議決定された、「特許法等の一部を改正する法律案」は
平成26年4月25日に可決・成立し、5月14日に法律第36号として公布されました。
★詳細はこちらをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_260514.htm
___________________________________________________________________
4．外国出願にかかる費用を助成します！！
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等
を計画している中小企業に対して外国出願にかかる費用の半額を助成しています。
平成26年度からは、従来の府県等中小企業支援センターの他、新たに全国実施
機関として独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）も加わりました。
（募集時期、助成内容については各実施機関までお問い合わせください。）
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/gaikokusyutugan.html
___________________________________________________________________
◇◆公募◇◆
5．「外国出願支援事業補助金」公募開始のご案内 ☆NEW☆
（滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市）
以下の府県の中小企業支援センターでは、知的財産権を活用して外国への事
業展開等を計画している中小企業者を支援するため、外国出願支援事業の公募
を開始しました。
★詳細はこちらをご覧ください。
滋賀県（(公財)滋賀県産業支援プラザ）
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http://www.shigaplaza.or.jp/gaikokusyutsugan-h26/
大阪府（(公財)大阪産業振興機構）
http://www.mydome.jp/topics/detail/416
兵庫県（(公財)ひょうご産業活性化センター）
http://www.hyogo-kobe.jp/hibc/?p=727
奈良県（(公財)奈良県地域産業振興センター）
http://www.nara-sangyoshinko.or.jp/seminar/14funds0602.html
和歌山県（(公財)わかやま産業振興財団）
http://www.yarukiouendan.jp/topics/20140529/
京都市（(公財)京都高度技術研究所）
http://www.astem.or.jp/business/support/rights
___________________________________________________________________
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
6．知的財産権制度説明会（初心者向け）のご案内
これから知的財産権制度を学びたい方を対象に、6月下旬から10月上旬にかけて、
全府県において初心者向けの説明会を開催いたします。
本説明会では、特許・実用新案・意匠・商標制度の概要を中心に、知って得する
知的財産関連の支援策等について、特許庁職員が分かり易く説明いたします。
参加費は無料ですので、この機会に奮ってご参加ください。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h26_beginner.htm
___________________________________________________________________
7．平成26年度 弁理士の日 記念講演会開催のご案内

☆NEW☆

日本弁理士会近畿支部では、知的財産権制度及び弁理士制度の啓発、普及を
目的として、毎年7月1日の「弁理士の日」を記念して、知的財産権に関する記
念講演会を開催しております。
本年度は「3Dプリンタ技術の新潮流 ～温故知新で知財とともに次世代ビジ
ネスに挑む～」と題し、各分野の第一人者の方にご講演いただくことになりま
した。なお、この講演会は、知財関係者だけではなく、広く一般の方々をも対
象としたものです。（申込制・参加費無料）
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kjpaa.jp/seminar/35171.html
___________________________________________________________________
8．「中国最新事情と中国特許実務」開催
本セミナーは、勝率を高める中国特許無効審判・審決取消訴訟の実務ノウ
ハウと施行予定の職務発明条例への徹底対策について開催します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.chosakai-kinki.jp/d_seminar/d_140620/d_140620.html
___________________________________________________________________
9．「米国クレーム作成ワークショップ2014」開催
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本セミナーは、米国特許クレーム作成の基本を学ぶ、参加型のセミナーです。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.chosakai-kinki.jp/d_seminar/d_140717/d_140717.html
___________________________________________________________________
10．日本ライセンス協会

教育講座のご案内

☆NEW☆

本教育講座は会員の皆さんにライセンス交渉スキル等を習得してもらうこと
を主眼としていますが、ライセンスに関する知見を広く世の中に広めることも
当協会の大きな目的に合致すると考え、会員の枠を超えて受講生を募集する
ことにしております。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.lesj.org/contents/japanese/02_5lecture.html
___________________________________________________________________
11．大阪工業大学 知的財産専門職大学院

授業公開のご案内

大阪工業大学 知的財産専門職大学院では、教育内容の社会的公開の一環
として、授業の一部を公開します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.oit.ac.jp/ip/graduate/curriculum/kokai.html
___________________________________________________________________
12．市民のための著作権講座～基礎からわかる

著作権の今～

この講座は、著作権制度に精通している講師をお招きして、日常生活や業務上
のさまざまな場面で役立つ著作権制度についての知識を、基礎から分かりやすく
学んでいただくことを目的とした市民講座です。
午前は横浜国立大学大学院教授の川瀬真先生に、午後は弁護士・弁理士の
三山峻司先生にそれぞれご講演いただきます。一般市民の方からビジネスで
知的財産を取り扱う方まで、幅広くご参加いただけます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.cric.or.jp/seminar/doc/h26shimin-osaka.pdf
___________________________________________________________________
13．Iprism商標法シンポジウム

－平成26年商標法改正について－

本シンポジウムでは、知的財産教育の一環として、最近の商標法改正について、
研究者・実務家を交えて討議します。これは、大学はもとより地域における知的財
産人材教育の進展、知的財産教育を通じた地域社会との連携や社会貢献を目的とす
るものです。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.iprism.osaka-u.ac.jp/
___________________________________________________________________
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
～【近畿経済産業局からのお知らせ】～
◇◆トピックス◇◆
ページ(4)

196号 .txt
14．「2014年度夏季の節電のお願い」について

☆NEW☆

平成26年5月16日に開催された「電力需給に関する検討会合」において、政府に
おける「2014年度夏季の電力需給対策について」が決定されました。
2014年度夏季の需給対策では、全国的に「数値目標を伴わない節電」をお願いす
ることになりましたが、関西電力管内では、定着した節電分として2010年度最大電
力比で8.5％の需要減少を見込んでも、東日本からの電力融通を行わない場合、電
力の安定供給に最低限必要とされる予備率3％を下回る見込みであり、特に厳しい
見通しであるとされたところです。昨夏に引き続き着実な節電の実施に御協力いた
だきますようお願いいたします。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/2014natsusetsuden.html
___________________________________________________________________
◇◆公募◇◆
15．「神戸医療機器開発センター」入居者募集のご案内

☆NEW☆

神戸医療機器開発センター（メデック）は、医療機器の研究開発等を行う
起業家、中小・ベンチャー企業などの皆様にご活用いただくウエット仕様
の賃貸施設（レンタルラボ）です。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/incubation/kobo/055784.html
___________________________________________________________________
16．「大阪勧業展2014」出展者募集のご案内

☆NEW☆

大阪府下すべての商工会議所・商工会が総力を挙げて開催する「大阪勧業展2014」
は、幅広い業種・業界の皆さまにご出展いただける、多業種型の展示商談会です。
前回は2日間で7,978人が来場し、2,919件の商談が繰り広げられました。出展者を6月
27日（金）まで募集いたしております（ただし、320ブースに達し次第締め切ります）。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2014/
___________________________________________________________________
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
17．第4回モノづくりIT利活用セミナー（和歌山地域） ☆NEW☆
～ITを使った生産工程管理＆営業で「攻めの経営」を実現！～
インターネットやタブレット・スマートフォン、クラウドなどＩＴを戦略的
に活用し、徹底した生産工程管理による高品質・短納期化やコスト削減、また、
営業ツールの開発・活用による顧客開拓を実現し、売上を伸ばしているモノ
づくり中小企業の事例や、ＩＴを効果的に活用する上でおさえておきたい情報
セキュリティ対策についてご紹介します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/events/monodukuriseminar_wakayama.html
___________________________________________________________________
18．中小企業向け外国人材採用・活用セミナー開催の御案内
ページ(5)
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本セミナーでは、外国人材を活用する場合に想定される問題点と改善
方法について、受け入れ体制の整備や日本人管理職向けマネジメント方
法を中心としたセミナー実施することにより、中小企業が効果的に外国
人社員の受け入れ・活用を行う一助となることを目的とします。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.r-shukatsunavi.com/company_eventsearch.html
___________________________________________________________________
19．2014（平成26）年度 第2回REC BIZ-NET研究会 のご案内

☆NEW☆

本研究会では、すでに海外展開を進めている2つの中小企業様より、
資材の調達先としての海外、市場としての海外、それぞれの視点から
海外展開事例を御報告いただくともに、行政による中小企業の海外展開
支援制度についても報告させていただきます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.ryukoku.ac.jp/event/detail.php?id=1660
___________________________________________________________________
20．第6回KISAビジネスカンファレンス2014のご案内

☆NEW☆

近畿情報システム産業協議会(KISA)は、近畿地域で組織されている情報関連
各団体相互が密接に協調し、各団体の強化発展と傘下中小企業の効果的な育成
を推進し、地域社会の発展に寄与することを目的とした団体です。KISAのビジ
ネスカンファレンスは、2009年から企業間のビジネス交流を促進するために実
施しております。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://kisanet.jpn.org/bc2014/
___________________________________________________________________
21．JIS C 1604 測温抵抗体 改正説明会(大阪)開催のお知らせ

☆NEW☆

一般社団法人日本電気計測器工業会(JEMIMA)温度計測委員会は、昨年12月20日
に改正されましたJIS C 1604 測温抵抗体の説明会を開催いたしますのでお知らせ
します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jemima.or.jp/event/seminar/semi140710.html
___________________________________________________________________
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
☆

地域ブランド！「地域団体商標2013」
～「地域団体商標制度」の解説や具体的な活用事例等を掲載～
http://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/0press/131213_press.htm

☆「知的財産権活用企業事例集2014」
～知恵と知財でがんばる中小企業～
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyou_jireii2014.htm
☆「知財とうまくつきあうコツ！
～伸びる会社はココが違う！知財体制と管理のヒント集 in KANSAI～」
http://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/guide/thizai2012press-web.pdf
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☆ 産業財産権制度普及啓発DVD｢よくわかる!産業財産権制度と特許庁の役割」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/html/video_jp.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◆◆ご意見、ご感想はこちらまで◆◆
近畿知財戦略本部
(事務局：近畿経済産業局特許室)
TEL:06-6966-6016 FAX:06-6966-6064
E-mail：kin-chizaihonbu＠meti.go.jp
URL : http://www.kansai.meti.go.jp/chizai.html
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◇配信先のメールアドレスの変更を希望される方は、まず、配信停止手続きに
より、現在の登録アドレスの配信停止を行い、改めて新規申し込み手続きを
してください。
◇＜KIP-NET Information＞の新規申し込み手続きは、
https://mm-enquete.meti.go.jp/form/fm/kansai01/merumaga_form01
◇＜KIP-NET Information＞の配信停止手続きは、
https://mm-enquete.meti.go.jp/form/fm/kansai01/kaiyaku_form01
◆当メールマガジンには、電子署名(S/MIME証明書)が付加されています。
電子署名に対応していないメールソフトや携帯電話をご使用の場合、
電子署名が添付ファイルとして認識される場合や、メール本文が表示され
ない場合もありますのでご了承ください。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
関西のE！(いい)情報をお届けします！
METI-KANSAI 近畿経済産業局ウェブマガジン
「E！KANSAI」2014年6月号発刊しました！！！
http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/index.html#new
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
近畿経済産業局の日々の活動を写真でご紹介します！
「フォトかんさい」コーナー誕生！
http://www.kansai.meti.go.jp/photokansai/index.html
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