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14．「関西ものづくり新撰2015」“優れた”“売れる”29の製品・技術を選定！
☆NEW☆
15．「関西ものづくり新撰2015」特別展示等のご案内
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16．「日本経済の現状と先行き」及び「平成27年度経済産業省関係税制改正等
について」説明会のご案内
☆NEW☆
17．［大阪］西日本最大級の、ビジネスマッチングイベント！
～5月開催「新価値創造展2015 in Kansai」出展募集開始～ ☆NEW☆
18．「激動する経営環境における個人情報保護セミナー」のご案内 ☆NEW☆
19．Nanocellulose Symposium 2015 第280回 生存圏シンポジウム
「進む！セルロースナノファイバープロジェクト」のご案内 ☆NEW☆
20．「（堺市）平成26年度補正予算に係る経済産業関連事業説明会のご案内 ☆NEW☆
21．「吹田操車場跡地「健康・医療」のまちづくりシンポジウム｣のご案内 ☆NEW☆
22．「ナノテク技術革新フォーラム」開催のご案内
～新たな材料開発・設計生産技術によるものづくり革新を！～ ☆NEW☆
23．「おおさか地域創造ファンドキックオフセミナー」のご案内
明日からできるPR!～秘められた魅力を売り出すPR戦略と発想～ ☆NEW☆
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
～【知財関連】～
◇◆トピックス◇◆
1．「中韓文献翻訳・検索システム」の本格版を提供開始！
「中韓文献翻訳・検索システム」の本格版を本年1月5日から提供しています。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150105001/20150105001.html
http://www.ckgs.jpo.go.jp/
___________________________________________________________________＿
2. 営業秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密110番～を設置！
特許庁は、中小企業等からの営業秘密・知財戦略に関する相談を受け付け
る体制を（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）において整備しており、
本年2月2日から相談窓口を設置します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/sesaku/chusho/eigyouhimitsu110.htm
http://www.inpit.go.jp/consul/tradesecret/index.html
___________________________________________________________________＿
3．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
___________________________________________________________________＿
4．平成26年特許法等改正法の施行期日が決まりました！

☆NEW☆

平成26年特許法等改正法の施行期日が平成27年4月1日に決まりました。
★詳細はこちらをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/h26_tokkyo_kaisei.htm
___________________________________________________________________＿
5．特許審査に関する品質ポリシーについてのパンフレットを作成しました！
特許庁は、本年4月に、特許審査の質の一層の向上を図るために策定した
「特許審査に関する品質ポリシー」（以下「品質ポリシー」という。）を公
表しました。この品質ポリシーは、特許審査の品質管理の基本原則を示した
ものです。
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今般、この品質ポリシーの一層の周知を図るため、品質ポリシーについて
のパンフレットを作成しました。パンフレットは、局において配布を行って
いるとともに、特許庁ホームページでもご覧いただけます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/shinsa_policy.htm
___________________________________________________________________＿
6．特許情報プラットフォームの開始について
特許情報について、高度化、多様化するユーザーニーズに応えるべく、
「特許電子図書館（IPDL）」を刷新し、新たな特許情報提供サービス
「特許情報プラットフォーム（英語名：Japan Platform for Patent
Information、略称：J-PlatPat）」を平成27年3月23日より提供します。
それに伴い、IPDLは平成27年3月20日で廃止されます。
★詳細こちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chouhoyu/chouhoyu2/tokkyo_platform.htm
__________________________________________________________________＿
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
7．意匠の国際登録制度に関する説明会のご案内
～ハーグ協定に基づく国際的なデザイン保護制度とは～
平成27年春、我が国においても、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジ
ュネーブ改正協定」に基づく意匠の国際出願・登録制度が利用可能となる予定で
す。この制度の利用により、複数の国や地域における意匠権の取得と維持管理が、
従来よりも簡便な手続で、一括して行えるようになります。
本説明会では、意匠の国際出願・登録制度の仕組みと具体的な手続方法、我が
国特許庁における審査の取り扱いなど、この制度を利用する上で知っておくべき
実務上のポイントについて、特許庁の職員が分かりやすく解説します。
ビジネスの国際展開が拡大する中、意匠の国際的な保護をより確実なものとす
るため、ぜひご参加ください。
★詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.seminar-reg.jp/isyou/2015/index.html
___________________________________________________________________＿
8．「平成26年度 検索エキスパート研修［意匠］」のご案内
本研修は意匠権調査や先行意匠調査能力を一層向上することにより、製品
デザインの意匠権による有効な保護、権利化後の権利範囲を適切に捉えること
ができる人材の育成を目的とします。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/design/26kenshu.design.html
___________________________________________________________________＿
9．「平成26年度 検索エキスパート研修［上級］(第4回）」のご案内
本研修は、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、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ます。
★詳細はこちらをご覧ください。
ページ(3)

212号 .txt
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jyou/26kensyu.jyou4.html
___________________________________________________________________＿
10.「海外知的財産プロデューサーによる相談会」開催のご案内
大阪市内にて、海外知的財産プロデューサーによる相談会が開催されます。
海外展開を検討中又は海外展開を行っている皆様、海外展開における知財面の
リスクや海外での知財の活用方法について、相談無料ですので、まずはお気軽
にご相談ください。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/gippd/consul_kinki.html
___________________________________________________________________＿
11．「日本ライセンス協会

第387回関西月例研究会」 開催

日本ライセンス協会第387回関西月例研究回では、阿部 隆徳 氏 (阿部
国際総合法律事務所、弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士)
David H. Kennedy氏 （GIBSON DUNN、カリフォルニア州弁護士）
を講師に迎え、「米国ハイテク企業とのライセンス交渉戦略」～シリコンバレ
ー在住の米国弁護士から米国企業のライセンス戦略を読み解く～について
講演します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.lesj.org/contents/japanese/02_1getsu.html
___________________________________________________________________＿
12．「米国はアンチパテントに向かうのか ～米国と日本の新たな知的
財産の同行とその行方を探る～」セミナー開催
☆NEW☆
米国の知的財産政策、判決動向が大きく変わりつつあり、今後の米国の
動向と我が国企業及び知的財産関係者の対処すべき課題を考える機会として、
標記セミナーが日本知的財産翻訳協会主催で開催されます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.nipta.org/seminar/20150310-NIPTA.html
___________________________________________________________________＿
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
～【近畿経済産業局からのお知らせ】～
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
13．関西電力株式会社の電気料金値上げ認可申請等に係る公聴会開催募集等
について
☆NEW☆
平成26年12月24日に関西電力株式会社より、電気料金値上げの認可申請が
行われました。申請に伴い、経済産業省では、電気事業法施行規則第134条の
規定に基づく公聴会を大阪で開催するに際し、「陳述人」、「傍聴人」募集しており
ます。
★詳細はこちらをご覧ください。
＜関西電力株式会社による電気料金値上げ認可申請等に係る公聴会を開催します＞
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150106003/20150106003.html
＜関西電力株式会社の電気料金値上げ認可申請等に係る「国民の声」を募集します＞
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http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150106002/20150106002.html
__________________________________________________________________＿
14．「関西ものづくり新撰2015」“優れた”“売れる”29の製品・技術を選定！
☆NEW☆
近畿経済産業局では、関西のものづくり中小企業がここ5年以内に独自に開発
した“優れた”“売れる”製品・技術を「関西ものづくり新撰」として選定して
おり、選定製品・技術のビジネス拡大を支援しています。
★詳細はこちらをご覧下さい。
http://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/shinseihin/2015/sassi2015.html
___________________________________________________________________＿
15．「関西ものづくり新撰2015」特別展示等のご案内

☆NEW☆

近畿経済産業局では、各施設や企業の協力を得て、「関西ものづくり新撰2015」
選定製品・技術を詳しくご覧いただけるよう、特別展示等を行いますので、
是非ご覧下さい。
★詳細はこちらをご覧下さい。
＜大阪企業家ミュージアムでの特別展示＞
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201501/D25150128015.html
＜ものづくりビジネスセンター大阪（ＭＯＢＩＯ）での企画展示＞
http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/
___________________________________________________________________＿
16．「日本経済の現状と先行き」及び「平成27年度経済産業省関係税制改正等
について」説明会のご案内
☆NEW☆
「日本経済の現状と先行き」と「平成27年度経済産業省関係税制改正等に
ついて」の研修会を下記の通り開催致します。
★詳細はこちらをご覧下さい。
http://www.chosakai-kinki.jp/d_seminar/d_150220/d_150220.htm
___________________________________________________________________＿
17．［大阪］西日本最大級の、ビジネスマッチングイベント！
～5月開催「新価値創造展2015 in Kansai」出展募集開始～

☆NEW☆

各社の技術やサービスを組み合わせた新事業展開や共創パートナー発掘の
ための『出会い』の場を提供すべく「新価値創造展 2015 in Kansai」（第10回
中小企業総合展in Kansai）が5月に開催予定です。新たな共創パートナーを
求める中小企業やベンチャー企業を対象に、出展者を募集中です。
★詳細はこちらをご覧下さい。
http://shinkachi.smrj.go.jp/kansai
___________________________________________________________________＿
18．「激動する経営環境における個人情報保護セミナー」のご案内

☆NEW☆

個人情報を始めとする様々な情報の取り扱いについて、最新の状況変化を
お伝えすると共に、それらを適切に管理運用していくための企業セキュ
リティ（情報保護）の在り方・構築・定着の手順などについて、セミナーを
開催します。
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★詳細はこちらをご覧下さい。
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000295130.html
___________________________________________________________________＿
19．Nanocellulose Symposium 2015 第280回 生存圏シンポジウム
「進む！セルロースナノファイバープロジェクト」のご案内
☆NEW☆
セルロースナノファイバー(CNF）について、各機関の研究開発状況を紹介する
とともに、経済産業省、農林水産省、環境省および文部科学省で進行中あるいは
準備中のプロジェクト事業の最新情報をお届けします。
★詳細はこちらをご覧下さい。
http://vm.rish.kyoto-u.ac.jp/W/LABM/sympo2015mar20
___________________________________________________________________＿
20．「（堺市）平成26年度補正予算に係る経済産業関連事業説明会のご案内
☆NEW☆
堺市、堺商工会議所、公益財団法人堺市産業振興センター主催で、
創業に対しての支援事業「ものづくり・商業・サービス革新補助金」「地域
工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金」、及び堺市・堺商工会議所
が展開する中小企業支援施策と併せて、説明会を開催します。
★詳細はこちらをご覧下さい。
http://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/other/140213setumeikai.html
___________________________________________________________________＿
21．「吹田操車場跡地「健康・医療」のまちづくりシンポジウム｣のご案内

☆NEW☆

吹田操車場跡地においては、今般、関西大学、摂津市及び国立循環器病研究
センターとの共催により、標記シンポジウムを開催いたします。
★詳細はこちらをご覧下さい。
http://www.kansai-u.ac.jp/renkei/event/detail.php?i=242
___________________________________________________________________＿
22．「ナノテク技術革新フォーラム」開催のご案内
～新たな材料開発・設計生産技術によるものづくり革新を！～

☆NEW☆

近畿経済産業局推進中の「次世代エレクトロニクス・エネルギーシステム
産業創出プロジェクト」の一環として標記フォーラムを開催いたします。
★詳細はこちらをご覧下さい。
http://www.kansai.meti.go.jp/3jisedai/jisedai_electronics-energysystem/event-s
eminar/150310_nanotech/nanotech.html
___________________________________________________________________＿
23．「おおさか地域創造ファンドキックオフセミナー」のご案内 ☆NEW☆
明日からできるPR!～秘められた魅力を売り出すPR戦略と発想～
豊中商工会議所主催で標記セミナーが開催されます。
★詳細はこちらをご覧下さい。
https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=5635
___________________________________________________________________＿
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
☆

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
☆ 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
☆ 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。
https://ipe.inpit.go.jp/inaviipe/service/?lang=ja
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◆◆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」2015年2月号発刊しました！！！
http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/index.html#new
ページ(7)

212号 .txt
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
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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