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【１】「平成 28 年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国 

      出願支援事業）」募集（山口県）(島根県)のお知らせ 

【２】「平成 28 年度中小企業等特許情報分析活用支援事業」のお知らせ 

   （特許庁） 

【３】「JETRO の支援サービス（知財保護）」のお知らせ（JETRO） 

【４】「中国地域海外展開支援施策ガイド 2016」掲載のお知らせ（中国地域中小 

    企業海外展開支援会議） 

【５】■再掲情報■ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ■「中国地域知的財産戦略本部」 

   http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/index.html 

  ┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━┓ 

  ┃『知財総合支援窓口』は、"秘密厳守"・"相談無料"です。            ┃ 

  ┃  ～《支援内容》～                                             ┃  

  ┃・知的財産権制度の説明                                    ┃ 

  ┃・知的財産に関する各種支援施策の紹介・説明           ┃ 

  ┃・電子出願を含めた出願等の手続支援（電子出願用端末を設置）    ┃ 

  ┃・高度な専門性を必要とする内容は担当者と専門家が共同で解決支援 ┃ 

  ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━┛ 

   ※中国地域の『知財総合支援窓口』は、以下の HP をご覧ください。   

   http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/m_sodan/index.html 

------------------------------------------------------------------------ 

  ◆「知財人材データベース」への登録について（中国経済産業局）◆ 

------------------------------------------------------------------------ 

 中国地域で、「知的財産を経営に活かすために相談をしたいが、専門家が近く 

にいない」という中小企業等の皆様を、是非サポートしたいとのお考えの知財専 

門家、知財業務経験者の方々に「知財人材データベース」へのご登録をお勧めい 

たします。 

▽「登録から支援までの流れ」については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://chizai-jinzai-db.go.jp/others/regist.php 

------------------------------------------------------------------------ 

２．内 容 

------------------------------------------------------------------------ 

【１】「平成 28 年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国 

      出願支援事業）」募集（山口県）(島根県)のお知らせ 

------------------------------------------------------------------------ 

 特許庁の事業（中小企業知的財産活動支援事業費補助金）を活用して、中小企 



業等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、基礎となる出願（特許、実用新案、意匠、商標）と同内容の 

外国出願にかかる費用の半額を助成します。 

 地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO 法人等も応募で 

きます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援 

対象です。 

 

【対象経費】外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等 

【補助率・上限額】 

 ・補助率                ：1/2 

 ・1 企業に対する上限額  ：300 万円（複数案件の場合）  

 ・案件ごとの上限額  

   特許        ：150 万円 

   実用新案・意匠・商標： 60 万円 

   冒認対策商標（※） ： 30 万円 

   （※）冒認対策商標：第三者による抜け駆け出願（冒認出願）の 

      対策を目的として出願する商標  

 

《山口県（第 1 回）》 

 http://www.ymg-ssz.jp/cms/modules/wordpress/index.php?p=1005 

【募集期間】平成 28 年 5 月 9 日（月）～6 月 17 日（金）（17:00 必着） 

【お問合先・提出先】 

 （公財）やまぐち産業振興財団 高杉 

 （〒753-0077 山口市熊野町 1 番 10 号 NPY ビル 10 階） 

   TEL：083-922-9927 FAX：083-921-2013  

   E-mail：http://www.ymg-ssz.jp/clipmail/05/clipmail.html 

 

《島根県》 

 http://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/85 

【募集期間】平成 28 年 5 月 9 日（月）～12 月 22 日（金）まで随時募集 

      ※ただし予算の上限に達した場合は公募を締め切ります。 

【お問合先・提出先】 

 （公財）しまね産業振興財団 新事業支援課 平賀、知野見 

 （〒690-0816 松江市北陵町 1 番地 テクノアークしまね内） 

    TEL：0852-60-5112 FAX：0852-60-5106 

  E-mail：chizai@joho-shimane.or.jp 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm 

------------------------------------------------------------------------ 

【２】「平成 28 年度中小企業等特許情報分析活用支援事業」のお知らせ 

     （特許庁） 



------------------------------------------------------------------------ 

 特許庁では、中小企業にとって費用負担が大きい先行技術文献等の特許情報分 

析支援を通じ、中小企業等の研究開発戦略の策定、オープン・クローズ戦略等を 

含む出願戦略の策定及び権利取得可能性判断を包括的に支援します。 

 本年度より、大学・高等専門学校、高等学校等の教育機関、公設試験研究機関 

が支援対象に加えられました。 

 

【事業概要】中小企業等にとって、技術的専門性が高く、また、費用負担が重い 

      特許情報分析について、「研究開発」、「出願」及び「審査請求」の 

            各段階の各段階のニーズに応じた包括的な支援を行います。 

 

 (1)「研究開発」段階では、特許情報を活用した中小企業等の研究開発戦略の 

       策定を支援し、効果的な研究開発投資を促します。 

 (2)「出願」段階では、中小企業等のオープン・クローズ戦略等、出願戦略の 

       策定を支援し、効果的な知財活用を推進します。 

 (3)「審査請求」段階では、出願内容に関連する特許情報分析を通じ、中小企 

       業等の権利取得判断を支援します（一部自己負担あり）。 

 

【公募期間】 

 ・上記(1)(2)について：第 1 回：平成 28 年 4 月 26 日(火)～6 月 3 日(金) 

 ・上記(3)について  ：本年度の受付は、6 月頃の開始を予定しています。  

 

【お問合せ・お申込先】（一社）発明推進協会知的財産研究センター 

            調査研究グループ 調査管理チーム  

 TEL：03-3502-5448 FAX：03-3502-5446 E-mail：bunseki@jiii.or.jp 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/sesaku/chusho/bunseki.htm 

http://ip-bunseki.go.jp/ 

------------------------------------------------------------------------ 

【３】「JETRO の支援サービス（知財保護）」のお知らせ（JETRO） 

------------------------------------------------------------------------ 

 JETRO では、商標、特許など知的財産権保護に役立つサービスを提供しています。 

 

【メニュー】 

 

 ■外国出願費用の助成（中小企業等外国出願支援事業）   

 （外国出願にかかる費用の半額を助成します。） 

    https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html 

 ■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   

 （海外での知的財産権の侵害調査にかかる費用の一部を助成しています。） 

  ■模倣品・海賊版被害相談窓口（無料）   



 （模倣品・海賊版問題でお困りの方のご相談を受付けています。） 

  ■中小企業商標先行登録調査・相談事業 

 （海外における中小企業の商標先行登録状況の調査を実施します。） 

  ■海外で知的財産権に係る係争に巻き込まれた際の係争費用の助成 

 （係争にかかった費用の 2/3 をジェトロが負担します。） 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽  

https://www.jetro.go.jp/services/list.html#h08 

------------------------------------------------------------------------ 

【４】「中国地域海外展開支援施策ガイド 2016」掲載のお知らせ（中国地域中小 

   企業海外展開支援会議） 

------------------------------------------------------------------------ 

 中国地域では、支援機関等の 36 機関で構成する「中国地域中小企業海外展開 

支援会議」を設置し（平成 22 年 10 月 28 日）、中小企業の海外展開を支援する体 

制整備を行っています。 

 中小企業が国際競争に対応して海外展開を進めていくためには、情報収集・相 

談、マーティング、人材の育成、資金繰り、投資環境の改善など多くの課題解決 

が必要であることから、中小企業の皆様の様々な要望にお応えするため、当該会 

議メンバーが実施する 2016 年度の海外展開支援メニューを１つの冊子にまとめ 

ています。 

 

【知的財産関係】 

 ・2-(2)海外展開知財セミナー 

 ・3-(1)知財総合支援窓口 

 ・6-(8)中小企業外国出願支援事業（補助金） 

 

 ▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

 http://www.chugoku.meti.go.jp/policy/international/pamph.html 

------------------------------------------------------------------------ 

【５】■再掲情報■ 

------------------------------------------------------------------------ 

■「平成 28 年熊本地震により影響を受けた手続の取り扱い」のお知らせ(特許庁) 

------------------------------------------------------------------------ 

 「平成 28 年熊本地震」（平成 28 年 4 月 14 日発生）の影響により、特許、実用 

新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、所定の期間内に手続ができ 

なくなった方にお知らせいたします。  

【出 願】特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。 

 なお、地震の影響により電子出願ができない場合（PCT 国際出願を除く）は、 

 緊急避難手続により手続を行ってください。 

  《緊急避難手続について（PCT 国際出願を除く）》 

   http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/4_news/3_appl/03_06.html 

【特許庁に係属中の出願又は審判について】 



 (1)指定期間について  

  特許庁に係属中の出願又は審判について、指定された期間内に手続ができな 

  くなった方は、手続が可能となり次第速やかに手続を行ってください。 

 (2)法定期間について 

  期間徒過後の救済が認められる手続 

  手続すべき期間が法律又は政令で定められている手続を、所定期間内に手続 

  ができなくなった方は、以下の HP の救済手続期間内に限り手続をすること 

  ができます。 

【お問合せ先】特許庁 熊本地震に関する手続電話相談窓口 

       TEL：03-3581-1101 内線：5000、5100、5200 

       受付時間：8:30～18:15（ただし、土・日・祝日は除きます。） 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kumamoto_kinkyuu.htm 

------------------------------------------------------------------------ 

■「平成 28 年熊本地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等」 

   のお知らせ（特許庁） 

------------------------------------------------------------------------ 

 特許、実用新案、意匠又は商標に関する外国出願等について、所定の手続がで 

きなくなった方に海外知財庁における救済措置等についてお知らせします。 

 特許庁は、過去 3 年間に日本からの出願が存在した国・地域の知財庁(約 130 

庁・機関)に対して、今回の地震の影響で所定の手続や連絡ができなかった日本 

出願人及び代理人を対象とした法定期間等に関する救済措置を要請しています。 

 

【各国・地域の救済情報】 

 ・台湾智慧財産局（台湾）の救済措置等に関する情報 

 ・欧州特許庁（欧州）の救済措置等に関する情報 

 ・英国知的財産庁（英国）の救済措置に関する情報 

 ・スリランカ国家知的財産庁（スリランカ）の救済措置等に関する情報 

  

 ※各国・地域の知財庁が公表した救済措置や、特許庁が収集した情報は、 

  随時更新し、ユーザーの皆様に提供しておりますので、外国出願等の 

  手続を行う際の参考としてください。 

【お問合せ先】国際政策課・国際協力課 総括班  

       TEL：03-3581-1101 内線：2561 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/kumamotojishin_sochi.htm 

------------------------------------------------------------------------ 

■地域団体商標制度（動画でみる地域団体商標の活用事例）掲載のお知らせ 

 （特許庁） 

------------------------------------------------------------------------ 

【動画でみる地域団体商標の活用事例】 

 ・島根県「玉造温泉」の事例（中国経済産業局特許室作成） 



  2000 年以降、時代の変化とともに活気を失っていった玉造温泉。地域団体商 

    標取得をきっかけに「玉造らしさとは何か？」を見つめ直したことによる再 

    生への取組に迫ります。 

 ・｛地域ブランド「玉造温泉」を守れ 危機からの再生（前編）（後編）｝ 

https://www.youtube.com/watch?v=tq0O2vk7vGQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=72lXFZbAk80&feature=youtu.be 

【お問合せ先】特許庁審査業務部 商標課 地域団体商標・小売等役務商標推進室 

              TEL：03-3581-1101 内線 2828 FAX：03-3580-5907 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm#pamphlet 

☆====================================================================☆  

 本メールサービスの内容等に対するお問合せ、ご意見、ご要望、また本メー 

  ルサービスの配信の希望、中止及び配信先の変更等は、こちらへお願いします。 

 

 中国地域知的財産戦略本部事務局 

 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課 特許室 

 住 所：〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６番３０号 

 TEL：（０８２）２２４－５６８０  FAX：（０８２）２２４－５６４５ 

 E-mail: cgk-tokkyo@meti.go.jp 

 ＵＲＬ： http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html 

☆====================================================================☆  


