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【１】～ものづくりの第一線で活躍する方々のご推薦をお待ちしています！～ 

    第 7 回「ものづくり日本大賞」募集開始のお知らせ(経済産業省) 

【２】～製品とサービスをネットで結ぶ IoT、特許出願や審査方法を学ぼう！～ 

   「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂のお知らせ（特許庁） 

【３】～世界各国との間で知財分野の国際協力が前進～ 

   「WIPO 第 56 回加盟国総会参加」と「各国・地域の特許庁との会合」に 

    よる協力のお知らせ（特許庁） 

【４】インターネット出願ソフト Ver.［i2.80］リリースのお知らせ（INPIT） 

【５】【知財コラム】 パテントＧＯ！  

       「弁理士の役割とは」   

    (日本弁理士会 中国支部【前田特許事務所 弁理士 齋藤 克也】) 

【６】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】第 7 回「ものづくり日本大賞」募集開始のお知らせ(経済産業省) 

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

 「ものづくり日本大賞」は、日本の産業・文化の発展を支え、豊かな国民生活 

の形成に大きく貢献してきたものづくりを着実に継承し、さらに発展させていく 

ため、製造・生産現場の中核を担っている中堅人材や、伝統的・文化的な「技」 

を支えてきた熟練人材、今後を担う若年人材など、ものづくりの第一線で活躍す 

る各世代のうち、特に優秀と認められる方々を顕彰する制度です。 

 具体的には、以下の 4 分野において、特に優れた成果をなしえた個人、グルー 

プ等を表彰します。 

 また、青少年育成支援や第 4 次産業革命に対応したデジタル化対応の人材育成 

等、幅広く、日本の将来のものづくり人材育成支援において、その活動が目覚ま 

しいと認められる企業、NPO 等の表彰を新設しています。 

 

【表彰部門】 

 1)「産業・社会を支えるものづくり」分野 

  (1)製造・生産プロセス部門 

  (2)製品・技術開発部門 

  (3)伝統技術の応用部門 

  (4)「ものづくり＋(プラス)企業」部門 （※新部門）  

 2)「ものづくりの将来を担う高度な技術・技能」分野（※新設） 

  (1)「人材育成支援」部門 

    



【応募期間】平成 28 年 9 月 30 日（金）～12 月 18 日（日）《必着》 

【応募資格】 

 ・応募は候補者本人が行うのではなく、候補者を推薦する方が 2 名の賛同を 

  得て、申請してください。（候補者本人による申請は認められません。） 

 ・法人格を有する団体（地方自治体、業界団体、経済団体等）も推薦する 

  ことができます。この場合、2 名の推薦者を得る必要はありません。 

  ※企業が当該企業の従業員又はグループを推薦することは可能です。 

【応募先】第 7 回ものづくり日本大賞係（日刊工業新聞社内）宛 

 〒103-8548 東京都中奥日本橋小網町 14-1 住生日本橋小網町ビル  

 

【お問合せ先】中国経済産業局 地域経済部 地域経済課 

              TEL：082-224-5684 

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.monodzukuri.meti.go.jp/ 

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

【２】「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂のお知らせ（特許庁） 

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

 「モノ」がネットワークと接続されることで得られる情報を活用し、新たな価 

値・サービスを見いだす技術”(IoT(Internet of Things)関連技術)に係る特許 

出願について、特許・実用新案審査基準を適用したときの運用の例示を充実させ 

るため、以下 1.～3.の観点から合計 12 事例を、特許・実用新案審査ハンドブッ 

クの附属書 A 及び附属書 B に示しています。 

 また、これらの事例の特許・実用新案審査ハンドブックにおける掲載箇所が複 

数箇所（附属書 A3.、同 4.、同 5.、附属書 B 第 1 章 3）にわたることから、全事例 

を総合的に把握できるよう、第 3 頁以降に事例集としてまとめています。 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa_h2809.htm 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h2809/h2809_01.pdf 

 

■【1.発明該当性の判断】コンピュータソフトウエアを必要とする IoT 関連技術 

  の発明該当性の判断についても、他のコンピュータソフトウエアを必要とす 

  る技術についての判断と同様に行います。 

●【事例一覧】(発明該当性及び産業上の利用可能性に関する事例集) 

・電気炊飯器の動作方法、動作プログラム  ：事例 4-2(P18) 

  https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_a3.pdf#page=18 

・無人走行車の配車システム及び配車方法 1  ：事例 2-9(P58) 

  https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_b1.pdf#page=58 

・無人走行車の配車システム及び配車方法 2   ：事例 2-10(P62) 

  https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_b1.pdf#page=62 

 

■【2.新規性の判断】IoT 関連技術は、通常、複数の装置や端末がネットワークで 



 接続されたシステムで実現されるため、他のサブコンビネーションの発明につ 

 いての新規性の判断と同様に行います。 

●【事例一覧】(新規性に関する事例集) 

・ロボット装置  ：事例 35(P87) 

  https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_a4.pdf#page=87 

・水処理装置   ：事例 36(P93) 

  https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_a4.pdf#page=93 

・健康管理システム、端末装置  ：事例 37(P96) 

  https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_a4.pdf#page=96 

・ドローン見守りシステム、ドローン装置  ：事例 38(P99) 

  https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_a4.pdf#page=99 

 

■【3.進歩性の判断】IoT 関連技術の発明の進歩性の判断についても、他の発明 

    についての進歩性の判断と同様に行います。 

●【事例一覧】(進歩性に関する事例集) 

・サプライチェーン管理方法：事例 26(P87) 

  https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_a5.pdf#page=87 

・ランニング支援システム ：事例 27(P92) 

  https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_a5.pdf#page=92 

・豪雨地点特定システム  ：事例 28(P97) 

  https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_a5.pdf#page=97 

・医療機器保守サーバ   ：事例 29(P102) 

  https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_a5.pdf#page=102 

・建設機械保守サーバ   ：事例 30(P106) 

  https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_a5.pdf#page=106 

 

【2016 年 知的財産権制度説明会（実務者向け）】 

 特許庁は、全国 16 カ所で、企業の知財担当者等を対象に IoT 特許関連を含む 

 説明会を開催する予定です。 

《中国地域の開催》【講義科目】特許の審査基準及び審査の運用 

 ・岡山県 平成 28 年 11 月 9 日(水)  岡山国際交流センター(7 階多目的ホール) 

 ・広島県 平成 28 年 11 月 21 日(月) 広島商工会議所(101 号室)   

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jiii.or.jp/h28_jitsumusya/index.html 

http://www.jiii.or.jp/h28_jitsumusya/subject.html 

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

【３】「WIPO 第 56 回加盟国総会参加」と「各国・地域の特許庁と会合」結果の 

   お知らせ（特許庁） 

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

 日本国特許庁（JPO）は、WIPO 第 56 回加盟国総会への参加に伴い、20 以上の 

国・地域の特許庁と会合を行い、多くの分野で協力を進めていくことを確認しま 



した。今後も、世界的に低コストで予見性高く特許等の権利取得が可能となるよ 

うに、知的財産分野の国際協力を推進します。 

 また、二国間会合等において、今後の継続的な協力関係について確認するとと 

もに、新たに以下の内容につき合意しています。 

 

【アルゼンチン】2017 年 4 月 1 日より「特許審査ハイウェイ（PPH）」を試行する 

 ことに合意しました。南米においてはコロンビアに続き 2 か国目であり、JPO 

 との PPH 実施庁は 36 となります。 

【ﾄﾞイツ】ドイツ特許商標庁との特許情報のデータ交換を拡充し、新たにドイツ 

 の特許、実用新案等の公報データを受領します。一般ユーザーも、特許情報プ 

 ラットフォーム（J-PlatPat）を通じて、ドイツの公報データが検索可能にな 

 る予定です。 

【ラオス】2016 年 11 月 1 日より、特許の付与円滑化に関する協力（CPG： 

 Cooperation for facilitating Patent Grant）開始することになりました。  

 （カンボジアでは本協力を開始済） 

【チリ】特許審査官向け招へい研修への受け入れの継続など、協力関係を深めて 

 おり、知財制度の理解促進、人材育成分野における協力、産業財産権の重要性 

 の普及啓発の促進等、をさらに強化することとしました。 

【トルコ】トルコ知財制度に関するユーザー向けセミナーを開催するなど、協力 

 関係を深めてきましたが、知財制度・運用の理解促進、PPH 導入に向けた両庁 

 の協力や人材育成分野における協力などによる知財制度の向上、および情報発 

 信などによるユーザーとの交流促進等、さらに強化することとしました。 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.meti.go.jp/press/2016/10/20161007003/20161007003.html 

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

【４】インターネット出願ソフト Ver.［i2.80］リリースのお知らせ（INPIT） 

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

 インターネット出願ソフトの新バージョン Ver[i2.80]を以下の通りリリース 

しています。 

【主な仕様変更】 

 ・英語による日本国特許庁を受理官庁とする特許協力条約（PCT）に基づく 

  国際出願に対応（Windows 版） 

 ・2016 年 10 月 1 日改定の「国際出願関係手数料」対応（Windows 版） 

 ・Mac OS X 10.11 El Capitan（日本語環境）に対応（Mac 版） 

【リリース日程】 

 ダウンロード開始日：平成 28 年 9 月 30 日（金） 18:00～ 

 特許庁受付開始日 ：平成 28 年 10 月 2 日（日） 9:00～ 

※現在ご利用のインターネット出願ソフトのバージョンを知りたい時は、ソ 

 フトを起動して「ヘルプ」の「バージョン情報（A）」をご覧ください。  

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://dl-sv1.pcinfo.jpo.go.jp/update/index.html 



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

【５】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

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

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

 企業や個人の皆様が「知的財産」に対する興味・関心を持つとともに、知識を 

深めるきっかけにしていただくことを目的に、「知的財産」に関するコラムの連 

載を始めます。最前線でご活躍される弁理士の方々によるホットな情報をお届け 

しますので是非お楽しみに！ 

（日本弁理士会 中国支部にご協力いただき、月 2 回程度配信予定です。） 

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

 

  ■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓   

  □■□    「弁理士の役割とは」                           ┃ 

  ■□ ----------------------------------------------------   ┃ 

  □  日本弁理士会 中国支部【前田特許事務所 弁理士 齋藤克也】 ┃ 

  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  

 

 Ａ社 社長 「特許？ そんなもの創業以来関わりがないわ。」 

 Ｂ社 社長 「商標？ うちの商品名なんか誰も真似せんわ。」 

 本当にそうでしょうか？ 

 

 知的財産に関する民事事件等を専門的に取り扱う知的財産高等裁判所（以下、 

「知財高裁」と略します。）が設置されてから約 10 年になります。近年におけ 

る知財高裁の新受件数の推移を見ると、平成 23 年／90 件、平成 24 年／101 件、 

平成 25 年／114 件、平成 26 年／138 件、平成 27 年／137 件と増加傾向にありま 

す。たったこれだけの件数かと思われるかも知れませんが、知財に関する争いが 

知財高裁にまで上がってくるケースは全体のほんの一部、まさに氷山の一角であ 

り、水面下での交渉による解決が大部分を占め、和解も入れると、実際にはかな 

りの数の争いが起こっており、その件数は増加傾向にあると推測されます。 

 日頃の企業活動において、他人の知的財産権を侵害しないことはもちろん、自 

分の知的財産が他人に侵害されないように、積極的な知財活動を行っておく必要 

があるのです。 

 冒頭に記載したようなことが言えるのは、今まで単に運がよかっただけかも知 

れません。知的財産を有効に保護して活用する知的財産活動のお手伝いをするた 

めに、知的財産の専門家である弁理士がいるのです。 

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

【６】■再掲情報■ 

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

■『中小企業向け海外知財訴訟費用保険制度』創設のお知らせ（特許庁） 

【募集期間】平成 28 年 6 月 8 日(水)から 

  ※平成 29 年 2 月 1 日(水)始期分(2 月 1 日付 加入分)まで中途加入が可能。 

【保険期間】平成 28 年 7 月 1 日(金)午前 0 時～平成 29 年 6 月 30 日(金)午後 12 時 



【運営団体】日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会 

【引受保険会社】損害保険ジャパン日本興亜(株)、東京海上日動火災保険(株)、 

        三井住友海上火災保険(株) 

【助対象経費・補助率】保険加入時の掛金の 1/2 

【応募資格】商工会議所、商工会、中小企業組合の会員となっている中小企業 

            基本法で定める中小企業                      

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160608001/20160608001.html 

http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm 

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

■「平成 28 年度 巡回特許庁」開催のお知らせ（特許庁） 

【巡回特許庁 in 九州】開催のお知らせ 

【時 期】平成 28 年 10 月 24 日（月）～27 日（木） 

【場 所】福岡市、鹿児島市 

【内 容】 

 《福 岡》 

 ・地方創生に向けた知財金融フォーラム in 福岡 

 ・知財関係者交流会               

 ・魅力ある地域ブランドには理由（わけ）がある（地域団体商標等 PR 展示） 

 ・模擬審判廷による実演／テレビ面接審査デモンストレーション   

 ・臨時相談窓口 

 《鹿児島》 

 ・デザイン・ブランド戦略による地域産業振興セミナー 

 ・魅力ある地域ブランドには理由（わけ）がある（地域団体商標等 PR 展示） 

 ・平成 28 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テレビ面接審査デモンス 

  トレーション   

 ・臨時相談窓口  

【主 催】特許庁、九州経済産業局、福岡財務支局（知財金融フォーラムのみ） 

【共 催】（独）工業所有権情報・研修館（INPIT） 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jiii.or.jp/h28_jyunkai/kyushu.html 

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

 ■「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    

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

 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 

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


