199号 .txt
近 畿 知 財 戦 略 本 部 メ ー ル マ ガ ジ ン
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ＫＩＰ-ＮＥＴ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 199号(2014.7.16)
発行部数：4,352部
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
＜目次＞
～【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！！
2． 中小・ベンチャー企業、小規模企業の特許料が約1/3 に！！
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
4． 外国出願にかかる費用を助成します！！(ジェトロによる公募のご案内）
5． INPITが提供するIP・eラーニングのご紹介(無料)
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
6． 「IT×知財を操るワークショップ」第1回開催のご案内 ☆NEW☆
7． 平成26年度特許法等改正説明会の開催について
8. 知的財産権制度説明会（初心者向け）のご案内
9． 平成26年度特許調査実践研修の受講者募集について（大阪）☆NEW☆
10．平成26年度 特許審査基準討論研修（第1回／東京）受講者の募集 ☆NEW☆
11．平成26年度 検索エキスパート研修［上級］（第2回・東京）受講者の募集
☆NEW☆
12. ＜国家試験＞知的財産管理技能検定
第19回検定（11月30日実施）のご案内 ☆NEW☆
13. 大阪工業大学 知的財産専門職大学院 授業公開のご案内
～【近畿経済産業局からのお知らせ】～
◇◆公募◇◆
14.「関西ものづくり新撰2015」の募集を開始 ☆NEW☆
15. 第29回「手づくり郷土賞」の募集中【国土交通大臣表彰】☆NEW☆
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
16．「アジア環境・省エネビジネス参入セミナー」開催のご案内 ☆NEW☆
17．「公害防止管理者【水質関係】資格試験事前受験対策 集中講座」開催のご案内
☆NEW☆
18．龍谷大学RECイノベーションカレッジ「プラスチック材料の基礎」講座のご案内
☆NEW☆
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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
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
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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！！（ジェトロによる公募のご案内）
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年度から全国実施機関となった独立行政法人日本貿易振興機構
（ジェトロ）の公募が7月25日から開始されます。
（管内の府県等中小企業センターによる公募は終了しました。））
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jetro.go.jp/news/announcement/20140623825-news
___________________________________________________________________
5．INPITが提供するIP・eラーニングのご紹介(無料)
工業所有権情報・研修館では、知的財産関連人材の育成のために「産業財
産権の現状と課題」や「特許・実用新案審査基準の概要」など43のeラーニ
ング学習教材を無料で公開しています。初心者から上級者まで幅広い教材が
そろっています。
★詳細はこちらをご覧ください。
https://ipe.inpit.go.jp/inaviipe/service/?lang=ja
___________________________________________________________________
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◇◆セミナー、イベント情報◇◆
6. 「IT×知財を操るワークショップ」第1回開催のご案内

☆NEW☆

近畿経済産業局は、IT分野の知的財産管理を考える「IT×知財を操る
ワークショップ」を4回シリーズで開催いたします。
第1回目は、「組込システム（総論）」をテーマに開催し、参加者に、
自社の「組込み技術・ノウハウ」を知的財産として守り、効果的にビジネス
を進める戦略について、有識者からの説明とディスカッションにより理解を
深めていただきます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/events/parent_etw2014.html
___________________________________________________________________
7．平成26年度特許法等改正説明会の開催について
平成26年5月14日に、「特許法等の一部を改正する法律」が公布されました。
この法律改正に関する説明会を京都市、大阪市において開催いたします。
今回の法律改正の内容について、特許庁職員が分かり易く解説しますので、
この機会に是非ご参加下さい。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h26_tokkyo_setsumeikai.htm
___________________________________________________________________
8．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。（滋賀県、京都府、
大阪府（1回目）、兵庫県は終了しました）
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h26_beginner.htm
___________________________________________________________________
9．平成26年度特許調査実践研修の受講者募集について（大阪）☆NEW☆
工業所有権情報・研修館では、大阪工業大学と連携し、知的財産実務の
経験が浅い企業等の知的財産担当者や特許事務所等のリーガルアシスタント
など、知的財産権制度の知識を有する者を対象とし、特許出願前から特許取得、
権利活用に至るまでに必要となる特許審査基準に基づいた特許性判断や、
効率的な特許調査を的確に行うことができる人材の育成を目的に、特許調査
実践研修を実施いたします。
★詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jissen/26jissen_ken1.html
___________________________________________________________________
10．平成26年度 特許審査基準討論研修（第1回／東京）受講者の募集

☆NEW☆

工業所有権情報・研修館では、一般社団法人 発明推進協会と共催にて、
出願人、代理人が審査基準の運用に対する理解を深め且つ実践的な知識を
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習得することにより、より的確な権利取得とその活用を 推進する一助と
することを目的とした「審査基準討論研修」を実施いたします。
★詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/staff/touron/260908touron.html
___________________________________________________________________
11．平成26年度 検索エキスパート研修［上級］（第2回・東京）受講者の募集
☆NEW☆
工業所有権情報・研修館では、先行技術調査能力を一層向上することにより、
出願及び審査請求の適正化に資する人材の育成を目的とし、先行技術調査の
業務に従事すること等により、特許法についての十分な知識を有する者を対象
とした、検索エキスパート研修［上級］を実施いたします。
★詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jyou/26kensyu.jyou2.html
___________________________________________________________________
12．＜国家試験＞知的財産管理技能検定
第19回検定（11月30日実施）のご案内

☆NEW☆

「知的財産管理技能検定」は「知的財産管理」職種にかかる国家試験です。
「知的財産管理」職種とは、知的財産（著作物、発明、意匠、商標、営業
秘密等）の創造、保護または活用を目的として、自己または所属する企業
・団体等のために業務を行う職種です。
本検定は、これらの技能およびこれに関する知識の程度を測る試験です。
大企業からベンチャー・中小企業まであらゆる業種・職種において、
知的財産マネジメントを適切に行える知識・技能を持つ「知的財産管理技
能士」として活躍できます！
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kentei-info-ip-edu.org/index.html
___________________________________________________________________
13．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
___________________________________________________________________
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
～【近畿経済産業局からのお知らせ】～
◇◆公募◇◆
14．「関西ものづくり新撰2015」の募集を開始

☆NEW☆

近畿経済産業局では、新産業・新市場へと成長する可能性を秘めた
管内中小企業の製品・技術を「関西ものづくり新撰」として選定し、
国内外への情報発信や販路開拓などによるビジネス拡大を支援しています。
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この度、関西の「優れた」「売れる」製品・技術を募集致します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.arpak3.com/knpts/
___________________________________________________________________
15．第29回「手づくり郷土賞」の募集中【国土交通大臣表彰】☆NEW☆
近畿各地には、その地域固有の自然や歴史、伝統、文化や地場産業等
を貴重な資源として積極的に利活用した、魅力ある地域づくりの成功
例がたくさんあります。
今年も、第29回「手づくり郷土賞」の募集中ですので、皆様からの
ご応募をお待ちしております。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/what_furusato/what_furusato.ht
ml
___________________________________________________________________
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
16．「アジア環境・省エネビジネス参入セミナー」開催のご案内

☆NEW☆

「アジア環境・省エネビジネス参入セミナー」が開催されますので、
環境・省エネ分野での海外展開にご関心をお持ちの方はぜひご参加下さい。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://team-e-kansai.jp/wordpress/wp-content/uploads/140730_seminar_flyer2.pdf
___________________________________________________________________
17．「公害防止管理者【水質関係】資格試験事前受験対策 集中講座」開催のご案内
☆NEW☆
龍谷大学龍谷エクステンションセンターで、10月に水質関係第1種公害防止
管理者の受験を予定されている方々を対象に、集中講座が開催されます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.ryukoku.ac.jp/event/detail.php?id=1681
___________________________________________________________________
18．龍谷大学RECイノベーションカレッジ「プラスチック材料の基礎」講座のご案内
☆NEW☆
企業の技術者を対象にプラスチック材料の科学・技術を系統的に習得できる
基礎講座を開講します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.ryukoku.ac.jp/event/detail.php?id=1692
___________________________________________________________________
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
☆

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
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☆「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
☆ 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7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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