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10月1日よりサービス提供開始
3．研究開発型中小企業の特許料等減免措置について
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2.「中小企業等特許情報分析活用支援事業」開始のお知らせ
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1. 知財ビジネスマッチング事業オープン交流会
～中小企業発！知財ビジネスマッチング～のご案内
2. 平成27年度知的財産権制度説明会(実務者向け)開催のご案内
3．平成27年度特許法等改正説明会の開催のご案内
4. 知的財産人材育成推進協議会主催 2015年度オープンセミナー（第1回）
開催について
5. INPIT 知財人材の育成研修
6．「パテントセミナー2015」開催のご案内
7. 日本ライセンス協会 第394回関西月例研究会 「大学／アカデミアの知財
戦略～民間企業が押さえておくべきポイント」☆NEW☆
8. 日本ライセンス協会 第393回関西月例研究会
「ダイキン工業の知財戦略」
9. 日本ライセンス協会 2015年度「LES Japanライセンス実務講座」
10. 特許出願技術動向セミナー～低侵襲医療機器、内視鏡～
開催のご案内
11.IPrism知的財産シンポジウム開催のご案内
12．＜国家試験＞知的財産管理技能検定（平成28年3月13日実施）申込受付中
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】～
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
1．中小企業のための標準化ワークショップ ☆NEW☆
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2. PFI/PPPセミナーを開催します ☆NEW☆
3．「資源のない日本、将来のエネルギーの姿に関するシンポジウム」☆NEW☆
4. スマエネ実装化支援研究会 in KANSAIを開催します ☆NEW☆
5．関西スマートエネルギーイニシアティブ・ビジネスマッチング会開催！☆NEW☆
6. 全国で、新ものづくり・新サービス展を開催します ☆NEW☆
7．大阪工業大学主催「第４回 標準化と人材育成セミナー」☆NEW☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
～【知財関連】～
◇◆トピックス◇◆
1. 広報誌「Tokkyo Walker（特許ウォーカー）」Vol.2を発行 ☆NEW☆
知財制度の普及啓発のため、制度の概要だけでなく、制度趣旨や知財戦略の
仕掛けなどについて、初めての方に対してもわかりやすく発信し、知財が身近
な存在であることを実感して頂ける新マガジンです。
★詳細はこちらをご覧ください
http://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/tokkyo_walker.htm
___________________________________________________________________＿
2. 画像意匠公報検索支援ツール（Graphic Image park）、
10月1日よりサービス提供開始
独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）は、平成27年10月1日より、
イメージマッチング技術を利用して意匠公報の調査を支援するツールのサービ
ス提供を開始致します。この支援ツールでは、携帯電話機のディスプレイに表
れる操作画像のような「画像」のデザインについて調べることができます。
★詳細はこちらをご覧ください（尚、ブラウザはExplorer9以上を推奨します）。
https://www.graphic-image.inpit.go.jp/
___________________________________________________________________＿
3．研究開発型中小企業の特許料等減免措置について
試験研究費等比率が収入金額の3％を超える研究開発型中小企業の減免要件
に係る運用について
※本運用は、平成27年6月1日以降に当局に提出された減免申請から適用する
ことと致します。
現行法では、試験研究費等比率（一事業年度における試験研究費及び開発費
の合計額の収入金額に対する割合）が3％を超える中小企業の特許出願につい
て、特許料及び審査請求料の減免の対象とされております。
当該試験研究費等比率の計算における分母である「収入金額」につきまして
は、法令上、総収入金額から固定資産又は有価証券の譲渡による収入金額を除
いたものであることが規定されておりますが、固定資産又は有価証券の譲渡に
よる収入金額以外に総収入金額から除かれる収入金額について、以下のとおり
明記します。
収入金額＝総収入金額（「売上高」＋「営業外収益」＋「特別利益」）－
「固定資産又は有価証券の譲渡による収入金額」－「その他収入金額から除外
するもの」
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※法令上は明記されておりませんが、「その他収入金額から除外するもの」と
して、国税還付金、貸倒等引当金戻入益、固定資産又は有価証券に係る評価益
については、収入金額から除外することといたします。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/genmen/genmen.html
___________________________________________________________________＿
4．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
___________________________________________________________________＿
5．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
___________________________________________________________________＿
6．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。
★詳細はこちらをご覧ください。
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http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/shinsa_policy.htm
___________________________________________________________________＿
7．平成26年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書を公表しました
本調査は、特許審査に対するユーザー（出願人や第三者等）のニーズや期待
を適切に把握することを目的としており、この結果を踏まえ、引き続き特許
審査の質の維持・向上に努めてまいります。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/h26_shinsa_user.htm
___________________________________________________________________＿
8．中小・ベンチャー企業、小規模企業の特許料が約1/3 に！
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」、「特許料」、国際出願を行う場合の「調査手数料・送付手数料・予備
審査手数料」が約1/3に軽減されます（平成30年3月までの時限措置）。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
___________________________________________________________________＿
9．INPIT に知財活用支援センターを設置
独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）は、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。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/about/profile/gaiyou/siencenter00002.html
___________________________________________________________________＿
10. 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
る相談窓口を（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）に設置しています。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/sesaku/chusho/eigyouhimitsu110.htm
http://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradesecret/index.html
___________________________________________________________________＿
11．特許情報プラットフォームが開始されました！
平成27年3月23日より、「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「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」
が開始されました（特許電子図書館（IPDL）は平成27年3月20日に終了）。
★詳細は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
__________________________________________________________________＿
12．「中韓文献翻訳・検索システム」の本格版を提供開始
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「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◇◆
1．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。
★詳細はこちらをご覧ください。
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
___________________________________________________________________＿
2. 「中小企業等特許情報分析活用支援事業」開始のお知らせ
特許庁では、中小企業等にとって、技術的専門性が高く、費用負担が大きい
先行技術文献等の特許情報分析支援について、「研究開発」、「出願」及び
「審査請求」の各段階のニーズに応じた包括的な支援を行います。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://ip-bunseki.go.jp
___________________________________________________________________＿
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
1. 知財ビジネスマッチング事業オープン交流会
～中小企業発！知財ビジネスマッチング～
近畿経済産業局では、平成23 年度より大企業等が保有する「開放特許（シー
ズ）」と中小企業とのマッチングを図り、中小企業の新事業創出を支援する「知
財ビジネスマッチング事業」を実施しています。本セミナーでは、マッチング活
動についての講演や、知財マッチングを目指す中小企業からのプレゼン発表を行
い中小企業による特許流通を促進します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://seeds-matching.go.jp/open-matching/
___________________________________________________________________＿
2.平成27年度知的財産権制度説明会(実務者向け)開催のご案内
知的財産権の業務に携わる実務者の方を対象に、特許・意匠・商標審査の運
用基準や、国際出願の手続き等について、特許庁職員等が解説します。参加費
及びテキストは無料ですので、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.jiii.or.jp/h27_jitsumusya/index.html
___________________________________________________________________＿
3.平成27年度特許法等改正説明会の開催のご案内
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この度、「特許法等の一部を改正する法律（平成27年7月10日法律第55号）」
が成立しました。この法律改正に関する説明会を、8月から全国の主要都市に
おいて開催いたします。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h27_tokkyo_setsumeikai.htm
___________________________________________________________________＿
4. 知的財産人材育成推進協議会主催
開催について ☆NEW☆

2015年度オープンセミナー（第１回）

本セミナーでは、今求められる知的財産人材像を示すとともに、最先端の知的
財産人材育成の方法について紹介し、時代に即した知的財産人材の育成に資する
ために開催します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/jinzai/suishin/27_seminar.html
___________________________________________________________________＿
5.INPIT 知財人材の育成研修
独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）では、知的財産関連業務を
支える人材の育成を図るため、各種の研修を行います。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/jinzai/index.html
_________________________________________________________________＿
6.「パテントセミナー2015」開催のご案内
日本弁理士会近畿支部は、知的創造活動の普及と促進の一環として、広く一
般の方々に知的財産権についての理解を深めていただくために弁理士がわかり
やすく説明する、無料セミナーを開催します。是非お申込の上ご参加ください。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kjpaa.jp/seminar/41673.html
___________________________________________________________________＿
7.日本ライセンス協会 第394回関西月例研究会 「大学／アカデミアの知財
戦略～民間企業が押さえておくべきポイント」☆NEW☆
日本ライセンス協会では、標記をテーマに大阪大学 産学連携本部 産学連携
教授、知的財産部副部長 藤澤幸夫氏を講師にお招きしてご講演頂きます。
★詳細はこちらをご覧下さい。
http://www.lesj.org/contents/japanese/02_1getsu.html
___________________________________________________________________＿
8. 日本ライセンス協会 第393回関西月例研究会
「ダイキン工業の知財戦略」
「ダイキン工業の知財戦略」をテーマにダイキン工業(株)法務・コンプライア
ンス・知財センター知的財産グループ長 部長の西井 光治 氏をお招きしてご
講演頂きます。
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★詳細はこちらをご覧下さい。
http://www.lesj.org/contents/japanese/02_1getsu.html
___________________________________________________________________＿
9．日本ライセンス協会

2015年度「LES Japanライセンス実務講座」

企業等において永年ライセンス実務に携ってこられた講師が、ライセンスに
関わっておられる方に役立つ講義を、講師の経験談や最近のトピックスも交え
て行います。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.lesj.org/contents/japanese/02_5lecture.html
___________________________________________________________________＿
10.特許出願技術動向セミナー～低侵襲医療機器、内視鏡～
特許庁が特許出願技術動向調査の技術テーマを平成26年度に実施した内、
「低侵襲医療機器（循環器系カテーテル及び関連機器）」と「内視鏡」につい
て特許庁審査官に解説していただきます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.uic.osaka-u.ac.jp/event/pdf/seminar_151027.pdf
___________________________________________________________________＿
11.IPrism知的財産シンポジウム開催のご案内
知的財産教育の一環として、営業秘密保護制度の最近の動向について、
研究者・実務家を交えて討議します。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.iprism.osaka-u.ac.jp/sympo/H27tradesecret-sympo.pdf
___________________________________________________________________＿
12．＜国家試験＞知的財産管理技能検定（平成28年3月13日実施）申込受付中
国家資格「知的財産管理技能士」は、大企業からベンチャー・中小企業まで、
あらゆる業種・職種で活躍できる、知的財産マネジメントを適切に行える知識・
技能を持つ人材です。ぜひ、当検定を企業内知財人材育成にご活用ください。
助成金制度もあります。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kentei-info-ip-edu.org/
___________________________________________________________________＿
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】～
◇◆セミナー、イベント情報◇◆
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1．中小企業のための標準化ワークショップ ☆NEW☆
国際標準化に向けて戦略的に取り組む中小企業２社の事例紹介を中心に、標準
化に関する専門家によるご講演や標準化支援制度のご紹介、講師と参加者との意
見交換により、標準化の活用による効果や戦略的な手法について学びます。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.dan-dan.com/hyoujunka/
___________________________________________________________________＿
2. PFI/PPPセミナーを開催します ☆NEW☆
PFI／PPP等の官民連携の促進を目的として、下記のとおりPFI／PPPセミナー
を開催いたします。本セミナーでは最近の動向や事例紹介等を報告いたします
ので、ご興味のある方は是非御参加下さい。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/3-2chisin/ppppfi/20151113pfi_ppp_seminar.html
______________________________________________________________________＿
3．「資源のない日本、将来のエネルギーの姿に関するシンポジウム」☆NEW☆
「長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）」や我が国におけるエネル
ギーの現状等につき、化石エネルギー、再生可能エネルギー、原子力等のエネルギ
ーミックスへの一層の理解を深めることを目的にシンポジウムを開催いたします。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://energy-mix.info
_______________________________________________________________________
4. スマエネ実装化支援研究会 in KANSAIを開催します ☆NEW☆
近畿経済産業局では、標記の研究会を開催します。本研究会では、スマートエ
ネルギー（HEMS、BEMS、FEMS、パワコン、蓄電池等）の実装に係る企業の取組や
研究機関における蓄電池に関する最新情報のご紹介等を行います。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://ostec.or.jp/index.html
_______________________________________________________________________
5．関西スマートエネルギーイニシアティブ・ビジネスマッチング会開催 ☆NEW☆
近畿経済産業局では、スマートエネルギーに関する「マッチング会のためのニ
ーズ説明会」を開催します。ものづくり中小企業やサービス事業者にとって大企
業とアライアンスできるまたとない機会ですので、是非ご参加ください。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.ostec.or.jp/data/news_ostec/20150929-1.html
_______________________________________________________________________
6. 全国で、新ものづくり・新サービス展を開催します

☆NEW☆

ものづくり補助事業の補助金を活用し、各地域の中小企業から生まれた革新的
な「新商品」「サービス」技術等が一堂に会し、展示・発表します。また、出展
者とのビジネスマッチング会を開催します。
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★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.shin-monodukuri-shin-service.jp
_______________________________________________________________________
7．大阪工業大学主催「第４回

標準化と人材育成セミナー」☆NEW☆

新市場創設に役立つ標準化の取組みにつき、連続セミナー(5回)を開催中です。
情報処理、プログラミング言語、ユビキタス、ITS通信等の分野の標準化の最先
端について学べ、IoTにも関連する内容です。
★詳細はこちらをご覧ください。
http://www.oit.ac.jp/japanese/seminar/detail.php?id=258
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
☆「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
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
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10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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