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（自治体、金融機関、団体向け）のご案内 ☆NEW☆
27．「安全保障貿易管理説明会」のご案内 ☆NEW☆
28．平成27年度 後継者対策特別相談デー開催 ☆NEW☆
29．セミナーのご案内「TPP等の経済連携協定が機械産業に及ぼす影響と
国際分業立地予測」 ☆NEW☆
30．Embedded Technology West 2015／組込み総合技術展 関西 ☆NEW☆
31．滋賀大学経営者セミナー“海外展開を目指す” ☆NEW☆
～国内外の「海外展開を目指す」支援プログラムを紹介～
32. JASIPA関西 協業フェア2015のご案内
33．第24回 日韓中小企業商談会 ☆NEW☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
～【知財関連】～
◇◆トピックス◇◆
1．平成27年4月1日から”平成26年特許法等改正法”が施行されました！！！
【特許法関係】
・救済措置の拡充
・特許異議申立制度の創設
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/h26_tokkyo_kaisei.htm
【意匠法関係】
※施行期日はジュネーブ改正協定の日本における発効日（平成27年5月13日）
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/seido/kokusai/kokusai_shutugan3/index.html
【商標法関係】
・保護対象の拡充
・色彩や音といった商標を我が国における保護対象に追加します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm
【国際出願法関係】
手数料の納付手続の簡素化
特許協力条約に基づく国際出願をする場合の他国の特許庁等に対する手数料に
ついて、我が国の特許庁に対する手数料と一括で納付できるようにします。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_fee_henkou.htm
___________________________________________________________________＿
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、
相談窓口を設置しています。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/sesaku/chusho/eigyouhimitsu110.htm
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http://www.inpit.go.jp/consul/tradesecret/index.html
___________________________________________________________________＿
3．意匠の国際登録制度が5月13日から利用できるようになりました！
ジュネーブ改正協定が我が国で発効する平成27年5月13日以降、ジュネーブ
改正協定に基づく意匠の国際登録制度を利用することが可能となりました｡
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150216002/20150216002.html
http://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/photo_gallery2015021602.htm
___________________________________________________________________＿
4．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用意しています！
特許庁は、特許審査の質の一層の向上を図るために、「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。）を策定し、公表しています。
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。
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
レットを用意しています。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
___________________________________________________________________＿
5．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
___________________________________________________________________＿
6．INPITに知財活用支援センターを設置！

☆NEW☆

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）が、平成27年4月1日、
「知財活用支援センター」を設置しました。
全国の「知財総合支援窓口」（全国47都道府県に配置）との連携を強化し、
全国の中小企業の皆様のご相談・支援依頼に迅速・的確にお応えできるよう
努めてまいります。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/about/profile/gaiyou/siencenter00002.html
___________________________________________________________________＿
7．特許情報プラットフォームが開始されました！！
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平成27年3月20日（金）に特許電子図書館（IPDL）を終了し、平成27年3月
23日（月）より、「ぷらっと」寄って、情報を「ぱっと」見つけられる新た
な特許情報提供サービスとして「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」
を開始しました。
従来のIPDLに比べて、個人の方や大学の研究者の方等、より多くの一般ユ
ーザーの方が気軽に利用しやすい作りになっています。
★詳細こちらをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150316001/20150316001.html
（J-PlatPatへのリンク）https://www.j-platpat.inpit.go.jp
（マニュアル）http://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/reference/index.html#manual
__________________________________________________________________＿
8．「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/
___________________________________________________________________＿
◇◆公募◇◆
9．外国出願にかかる費用を助成します！！

☆NEW☆

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等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助
成しています。
独立行政法人日本貿易振興機構 （ジェトロ）と各都道府県等中小企業支援
センターが窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。
（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
___________________________________________________________________＿
10．海外侵害対策支援事業の公募開始について
中小企業等海外侵害対策支援事業として、ジェトロを窓口とした、
「模倣品対策支援事業」、「防衛型侵害対策支援事業」の2つの補助金の
公募を開始しております。
【公募期間：平成27年4月30日～平成27年10月30日17時】
★詳細はこちらをご覧ください。
・特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_kaigaishingai.htm
・ジェトロHP
模倣品対策支援事業：http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/
防衛型侵害対策支援事業：http://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas
___________________________________________________________________＿
11. 中小企業の知的財産を融資につなげる金融促進事業を実施します
～「知財ビジネス評価書」の公募を開始します～ ☆NEW☆
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特許庁では、中小企業の知的財産の価値を「見える化」することで、
金融機関からの融資につなげるための取組みである「知財金融促進事業」
を開始します。
事業の一環として、中小企業の知的財産を活用したビジネスを評価する
「知財ビジネス評価書」の作成支援の公募を開始します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://chizai-kinyu.jp
___________________________________________________________________＿
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
12. 新価値創造展2015

in Kansai （第10回

中小企業総合展2015 in Kansai）☆NEW☆

新市場・新産業の創出へ向けたグローバルニッチな技術の異分野融合や、
大手企業を含むオープンイノベーションによる新商品開発などを"新価値創造"
として、この動きを中小企業を中心に力強く推進すべく、これまでの「中小
企業総合展 in Kansai」が「新価値創造展2015 in Kansai」としてさらに進化
します。
～特許庁・近畿経済産業局は、支援機関としてブース出展（M-2)いたします！～
★詳細はこちらをご覧ください。
http://shinkachi.smrj.go.jp/kansai/index.html
___________________________________________________________________＿
13. 「平成27年度知的財産活用研修［活用検討コース］」のご案内

☆NEW☆

独立行政法人工業所有権情報・研修館主催で、知的財産を活用すること
により成功した事例や、活用できなかった事例を、中小・ベンチャー企業が
おかれた経営環境等を交えて紹介するとともに、事例の分析手法を解説する
研修を開催します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/venture/katsuyo/270729kensyu_katsuyo.html
___________________________________________________________________＿
14．大阪発明協会セミナー「知財ライセンス契約成功のポイント」開催

☆NEW☆

大阪発明協会では、自社の事業を成功させるために、どのようにライセン
スマネジメントを行うべきか、契約に関連する法規制と対策、知財契約の
ドラフティングの留意点など、ライセンス契約の留意点について、契約の
事例演習も含めた本セミナーを開催します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jiiiosaka.jp/keiyakupointH27.pdf
___________________________________________________________________＿
15．大阪発明協会セミナー「商品・パッケージのデザイン、商標の保護
と最適な権利取得」開催 ☆NEW☆
大阪発明協会では、商品の売れ行きを左右する商品やパッケージの
デザインと商標を、如何に効果的に保護するか、意匠法、商標法、不正
競争防止法、著作権法に分けて、出願のバリエーション、各保護要件、
侵害判断基準について学ぶために本セミナーを開催します。
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★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jiiiosaka.jp/packagedesignH27.pdf
___________________________________________________________________＿
16．大阪発明協会セミナー「化学系明細書作成ワークショップ」開催

☆NEW☆

大阪発明協会では、化学系の特許明細書作成のために必要不可欠な
実務上の基礎知識を学習していただいた上で、化学系で典型的な事例を
題材とした特許明細書を起案していただくことによって、その基礎知識
を自分のものにして、すぐに化学系の明細書作成実務に実用できるスキル
を身に習得していただくために本セミナーを開催します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jiiiosaka.jp/chemicalmeisaiH27.pdf
___________________________________________________________________＿
17．日本ライセンス協会 第391回関西月例研究会 ☆NEW☆
「知財取引およびライセンス契約に伴う会計・税務の論点と事例紹介」
日本ライセンス協会第391回関西月例研究回では、「知財取引および
ライセンス契約に伴う会計・税務の論点と事例紹介」をテーマに講演を
開催します。
★詳細はこちらをご覧下さい。
http://www.lesj.org/contents/japanese/02_1getsu.html
___________________________________________________________________＿
18．日本ライセンス協会

2015年度「LES Japanライセンス実務講座」

本研究会は、知的財産担当者の研鑽や会員相互のネットワークを広げて
頂くため、平成27年度活動をスタート致します。昨年度よりさらに内容
を充実し皆様のご希望を反映しながら運営していきます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.lesj.org/contents/japanese/02_5lecture.html
___________________________________________________________________＿
19．大阪工業大学 知的財産専門職大学院

授業公開のご案内

☆NEW☆

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】～
◇◆トピックス◇◆
20．検索データベースサイト「関西基盤技術マッチングNavi」を開設☆NEW☆
近畿経済産業局では、これまでサポイン事業を活用した管内の企業が事業
を通じて高度化した要素技術を、簡便に検索できるデータベースサイト
「関西基盤技術マッチングNavi」を開設しました。
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★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/sapoin/jigyokashien/PRsheet/matchnavi.h
tml
_________________________________________________________________＿
◇◆公募◇◆
21．（兵庫県）地域創生のアイデアを募集します！☆NEW☆
このたび、兵庫県の地域創生の推進に向けて、民間の事業者・団体等
からの優れた事業提案、手法等を積極的に取り入れるため、皆様から広く
アイデア（提案）を募集します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20150430_1824d655ea4e377f49257e370005cbb9.ht
ml
__________________________________________________________________＿
22．ロボット介護機器開発・導入促進事業補助金の公募開始について
＜国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）＞☆NEW☆
「ロボット技術の介護利用における重点分野（平成24年11月22日
経済産業省・厚生労働省公表、平成26年2月3日改訂）」のロボット
介護機器の開発・実用化を促進するため、製品化の意思を持つ企業等
への開発補助を行います。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.amed.go.jp/koubo/020120150508.html
___________________________________________________________________＿
23．「ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト」に係る公募について
＜国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）＞☆NEW☆
本制度は、ものづくり分野およびサービス分野を対象として、ロボット
活用に係るユーザーニーズ、市場化出口を明確にした上で、特化すべき機
能の選択と集中に向けた新規技術開発に係る提案に対し助成するものです。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100030.html
___________________________________________________________________＿
24．「次世代ロボット中核技術開発」に係る公募について（予告）☆NEW☆
＜国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）＞
本プロジェクトでは、単なる現在のロボット関連技術の延長上にとど
まらない、人間の能力を超えることを狙う革新的な要素技術を研究開発
します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.nedo.go.jp/koubo/CD1_100040.html?from=nedomail
___________________________________________________________________＿
25．「国際フロンティア産業メッセ2015」開催・出展者募集のお知らせ

☆NEW☆

国際的な技術・ビジネス交流と21世紀に飛躍する産業の創出を推進する
ための総合産業展示会『国際フロンティア産業メッセ2015』を開催します。
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【兵庫・神戸から『チカラ』を地域へ、世界へ】をテーマに、最先端の
技術や製品、サービス等を有する県内外の企業、大学、研究機関等、
さまざまな産業分野のフロンティアで活躍する出展者を、幅広く募集します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kobemesse.com
___________________________________________________________________＿
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
26．平成26年度補正「ふるさと名物発掘・連携促進事業」説明会
（自治体、金融機関、団体向け）のご案内 ☆NEW☆
今般、経済産業省では平成26年度補正予算事業「ふるさと名物発掘・連携促進
事業」を実施するにあたり、本事業の説明会（自治体・金融機関・団体向け）
を行います。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150514001/20150514001.html
https://TheWonder500.com
___________________________________________________________________＿
27．「安全保障貿易管理説明会」のご案内

☆NEW☆

経済産業省等では、最近の安全保障貿易管理・輸出管理体制整備について
基本となるポイントをわかり易く御理解いただける説明会を開催します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/3kobe/event/anzen_setumeikai150612.html
___________________________________________________________________＿
28．平成27年度

後継者対策特別相談デー開催

☆NEW☆

（公財）京都産業２１では、後継者対策に関する特別相談デーを
今年度も設定します。 後継者不在、後継者育成等に不安を持つ中小・
小規模事業者の経営者の皆さまが対象で、秘密厳守です。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jigyo-keizoku.jp/shien/41823/
___________________________________________________________________＿
29．セミナーのご案内「TPP等の経済連携協定が機械産業に及ぼす影響と
国際分業立地予測」 ☆NEW☆
経済のグローバル化が進展する中で、世界各国で域内貿易自由化の動きが
加速しており、今回は、TPPの対象業種の中で、とりわけ我が国が有利と
言われる「機械産業」に焦点を当てたセミナーを開催します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jmf.or.jp/topic01/1103.html
___________________________________________________________________＿
30．Embedded Technology West 2015／組込み総合技術展

関西

☆NEW☆

ETWestでは、組込み業界が注目する新成長産業分野にフォーカスし、
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イノベーション技術の最新情報とともに、さらに飛躍に向かう組込み
技術の最先端テクノロジーとソリューションを一堂に集め、組込み
システム開発に関わる技術者や開発者に向け情報発信いたします。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jasa.or.jp/etwest/
___________________________________________________________________＿
31．滋賀大学経営者セミナー“海外展開を目指す” ☆NEW☆
～国内外の「海外展開を目指す」支援プログラムを紹介～
「海外展開を目指す」モノづくりから農産加工品まで幅広い業種の
中小企業向けに、日本、香港、英国の支援プログラムを紹介する
セミナーを4回シリーズで開催します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/05/keieishaseminar-chirashi.p
df
___________________________________________________________________＿
32. JASIPA関西 協業フェア2015のご案内
地域密着型の中小企業向け「IT専門のかかりつけ医」のICT企業団体、
JASIPA関西支部が開催します、BtoBマッチングイベントです。
★詳細はこちらをご覧ください。
https://www2.ebase-jp.com/support/form/jasipa_kansai/
___________________________________________________________________＿
33．第24回

日韓中小企業商談会

☆NEW☆

本商談会は12年間、日韓両国企業のビジネスマッチングの場を提供しており、
今回は、韓国全土・80社を超える応募の中から厳しい審査を経て選ばれた23社
の韓国企業が参加します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.murc.jp/sp/1504/shodan_k24/
___________________________________________________________________＿
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
☆「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
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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5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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