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【１】～注意！ 出願ソフトでのインストールソフトウェア等の不具合発見～ 

   「インターネット出願ソフト等のメンテナンス」のお知らせ（特許庁） 

【２】～出願の権利化の必要性は？ 着手見通し出願からの再点検！～ 

   「特許審査着手見通し時期照会」のお知らせ（特許庁） 

【３】～知財支援の活用チャンス！ 次のステップへ～ 

   「活用支援」のお知らせ（特許庁） 

【４】【知財コラム】パテントＧＯ！  

        「恋 愛 ヲ 特 許 ス ル ？」                   

      日本弁理士会 中国支部【弁理士 Ｉ.Ｈ】      

【５】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】「インターネット出願ソフト等のメンテナンス」のお知らせ（特許庁） 

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

 特許庁が提供しています、インターネット出願ソフト等（※）につきまして、 

今般インターネット出願ソフト等と組み合わせているインストールソフトウェア 

に問題が発見されたことから、現在、メンテナンス完了までインターネット出願 

ソフト等のダウンロードサービスを中断しております。 

 

 ※対象となるインターネット出願ソフト等 

 （1）「インターネット出願ソフトの初回インストール（Windows 版）」 

 （2）「インターネット出願ソフトのアップデータ（Windows 版）」  

 （3）「ひな型（Windows 版）」 

 （4）「旧)パソコン出願ソフト（Windows 版）」 

 （5）「PCT-SAFE 専用証明書ストア作成ツール」 

 （6）「PCT-RO・XML コンバータ」 

 （7）「HTMLtoXMLConverter(英語)」 

 

 既に特許庁が提供するインターネット出願ソフト等をインストール済みの方は、 

それを利用して手続等を行うことは可能です。  

 しかし、既にダウンロードを行い、インストールを実行されていない方は、パ 

ソコンに保存されている以下の一覧に掲載されたインストール用ファイルは削除 

して頂きますようお願いいたします。 

【対象：インストーラファイル一覧】 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/shutsugan_soft_161026/ichiran.pdf 

 メンテナンス期間中に新規にインターネット出願ソフト等をダウンロード、イ 



ンストールして手続を希望される方で、お急ぎの場合は、ご不便をおかけします 

が、以下にご連絡いただくことをよろしくお願いいたします。 

 具体的な出願の手続についてご案内させていただきます。 

 

【お問合せ先】 

【インターネット出願ソフト等に関すること】 

 ※上記（1）～（4)：出願課 特許行政サービス室 電子出願調整班 

  TEL：03-3581-1101 内線 2508   

 

【PCT-SAFE 専用証明書ストア作成ツール等に関すること】 

 ※上記（5）および（6)：出願課 国際出願室 企画調査班 

  TEL：03-3581-1101 内線 2642   

 

【HTMLtoXMLConverter(英語)に関すること】 

 ※上記（7)：特許庁 総務部 総務課 情報技術国際班 

  TEL：03-3581-1101 内線 2505   

 

●メンテナンスの終了時期につきましては、詳細が分かり次第、ホームページに 

 てお知らせいたします。 

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/shutsugan_soft_161026.htm 

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

【２】「特許審査着手見通し時期照会」のお知らせ（特許庁） 

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

 出願人及び代理人のより適切な権利取得に向けて、出願人・代理人ごとの審査 

未着手出願（公開前の出願を除く）の着手見通し時期を、ホームページを通じて 

提供するものです。 

 近々着手見通しの出願については、出願の権利化の必要性等につきご確認いた 

だき、必要に応じて早期審査制度や面接審査制度、情報提供制度の利用をご検討 

いただくとともに、権利化の必要がなくなった出願がございましたら、審査請求 

料返還制度を利用いただくことをお勧めいたします。 

 

【提供データについて】 

（1）平成 28 年 9 月 26 日時点での公開済みの出願で、かつ、平成 28 年 9 月 26 日 

   時点での審査未着手出願のうち、平成 28 年 10 月から平成 29 年 1 月に着手 

   予定の案件をお知らせしています。 

   （ http://www.deux.jpo.go.jp/ssearch/search.htm ） 

（2）リスト形式のデータはカンマ区切りのテキスト形式（CSV 形式）データを 

   ダウンロードする態様により提供いたします。 

【ご利用方法】 

（1）見通し時期をリスト形式でまとめてダウンロードする機能を利用するため 



   には、出願人または代理人本人であることを確認するためのパスワードが 

     必要となります。 

（2）1 件ずつ見通し時期を照会する機能を利用する際には、パスワード不要で 

     す。出願番号を入力して「照会」ボタンを押下すると、書誌的事項と共に 

     着手見通し時期が表示されます。  

 

【お問合せ先】特許庁 審査第一部 調整課 企画調査班 

       TEL：03-3581-1101 内線 3107 

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/search_top.htm 

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

【３】「活用支援」のお知らせ（特許庁） 

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

 知的財産に関する以下の支援策を実施していますので、対象となる事業を活用 

いただくことをお薦めいたします。 

 ●知的財産プロデューサー派遣事業 

 ●海外知的財産プロデューサー（海外展開知財支援窓口） 

 ●産学連携知的財産アドバイザー派遣事業（平成 28 年度開始） 

 ●開放特許情報データベース 

 ●知的財産権取引業者データベース  

 

《知的財産プロデューサー派遣事業》 

 知的財産情報の収集・分析や高度な活用を通じた、研究の初期段階より研究成 

果の活用を見据えた戦略の策定を知的財産の視点から支援するため、知的財産管 

理に関する専門人材を研究開発機関等に派遣しています。 

【対象となる研究開発機関等】 

 所要の要件を満たしている研究開発機関等(大学、研究開発コンソーシアム等) 

【お問合せ先】（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）知財人材部 

       TEL：03-5512-1202 

    ▽詳細は、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

    http://www.inpit.go.jp/katsuyo/ippd/ 

 

《海外知的財産プロデューサー（海外展開知財支援窓口）》 

 企業における豊富な知的財産経験と海外駐在経験を有する知財専門人材（海外 

知的財産プロデューサー）を、中小・中堅企業等に派遣し、海外ビジネス展開に 

応じた知的財産リスクやその具体的対策、知的財産の管理・活用に関するアドバ 

イス、支援を無料・秘密厳守で行います。 

【対象となる派遣先】海外展開（を検討）している中小・中堅企業等 

【お問合せ先】（独）工業所有権情報・研修館（INPIT） 

        海外展開知財支援窓口 TEL：03-3581-1101 (内線 3823) 

    ▽詳細は、以下のＨＰをご参照ください。▽ 



    http://www.inpit.go.jp/katsuyo/ippd/ 

 

《産学連携知的財産アドバイザー派遣事業（平成 28 年度開始）》 

 事業化を目指す産学連携プロジェクトの知的財産マネジメントを支援し、地 

方創生に資する大学等の活動を促進するため、事業化を目指す産学連携活動を 

展開する大学に知的財産の専門家を派遣しています。 

【対象となる大学】所要の要件を満たしている大学 

【お問合せ先】（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）知財人材部 

         知財戦略部 TEL：03-5512-1202 

    ▽詳細は、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

    http://www.inpit.go.jp/katsuyo/uicad/ 

 

《開放特許情報データベース》 

 企業、大学、研究機関等の開放特許（権利譲渡又は実施許諾の用意がある特許 

）に関する「ライセンス情報（譲渡含む）」や「ニーズ情報（導入希望情報）」 

を一括してインターネット上で検索できるデータベースを提供しています。 

 開放特許情報データベースは、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）と 

リンクしていますので、特許公報等をご覧いただくこともできます。 

【対象者】どなたでも登録・閲覧いただけます（無料） 

【お問合せ先】（独）工業所有権情報・研修館（INPIT） 

       知財活用支援センター 知財戦略部 TEL：03-3580-6949 

    ▽詳細は、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

    http://plidb.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService 

 

《知的財産権取引業者データベース》 

 知的財産権取引を行う事業者のサービス内容等の情報を蓄積し、ホームページ 

上において紹介しています。また、事業者による技術移転成功事例も広く紹介し 

ています。 

【対象者】どなたでも登録・閲覧いただけます（無料） 

【お問合せ先】（独）工業所有権情報・研修館（INPIT） 

       知財活用支援センター 知財戦略部 TEL：03-3580-6949 

    ▽詳細は、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

    http://www.inpit.go.jp/katsuyo/db/agentsdb/ 

  

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/sesaku/katuyo_shien00.htm 

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

【４】【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。） 

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

 

  ■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

  □■□          「恋 愛 ヲ 特 許 ス ル ？」        ┃ 

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

  □  日本弁理士会 中国支部【弁理士 Ｉ.Ｈ】       ┃ 

  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 

 「恋愛」に関する発明は成立するのでしょうか？ 

 特許法では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義していて、 

恋愛のような人間の精神活動は自然法則を利用したものとはいえず、それ自体は 

発明として成立しません。 

 

 しかしながら、最近、ある技術分野で恋愛についての発明が少しずつ特許出願 

されるようになりました。それは、バーチャルリアリティ（仮想現実）分野にお 

ける恋愛シミュレーションゲームです。 

 恋愛シミュレーションゲームは、恋愛対象キャラクターの言動、表情が恋愛感 

情を数値化した属性によって制御され進行しますので、プレーヤーは恋愛感情を 

高めるイベントや会話を数多く展開する必要があります。しかも最近では複数の 

仮想ユーザー（ライバル）が登場して複雑化した競争も楽しむ（苦しむ？）こと 

ができます。 

 

 恋愛シミュレーションに限らず、ゲームなどのソフトウェアは著作権のほか一 

定条件の下、発明として成立し特許権でも保護されています。この一定条件とは 

「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現され 

ている」というものですが、抽象的でわかりにくいですね。 

 そこで、特許庁は審査の指針を示す審査基準のほかに、審査の際に考慮すべき 

留意事項や手続的事項をまとめた「特許・実用新案審査ハンドブック」を平成 17 

年から公表しています。このハンドブックでは、どのような場合にこの一定条件 

を満足するかが事例を交えてわかりやすく解説されています。 

 

 そう言えば、今年の 9 月末にこのハンドブックに IoT(Internet of Things）  

関連技術に関する 12 事例が追加されました。特許制度は発明を奨励して産業の 

発達を促進するための制度であり、産業構造の進展や変化にいち早く対応する必 

要があります。 

 したがって、「特許・実用新案審査ハンドブック」は日本の産業が向う先を映 

す鏡といえるのかもしれません。 

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

【５】■再掲情報■ 



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

■第 7 回「ものづくり日本大賞」募集が始まりました！！（経済産業省） 

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

【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）  

    ※人（個人・グループ）が表彰対象 

 2)「ものづくりの将来を担う高度な技術・技能」分野 

  (1)「人材育成支援」部門 

    ※企業・NPO（学校を除く法人格を有する団体）等が表彰対象。 

【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。 

【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/ 

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

■「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） 

 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 

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

■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） 

【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 

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

 ■「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 

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


