
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 

■  中国地域知的財産戦略本部メールマガジン 第２６２号 (2016.12.21)  ■ 

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 

１．目 次 

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

【１】～来年 1 月より手数料が安くなります～ 

   「国際出願関係手数料改定(平成 29 年 1 月 1 日以降）」のお知らせ 

   （特許庁） 

【２】～日・中・韓の特許庁長官会合を開催しました～ 

      「日本、中国、韓国の知財分野の協力進展」のお知らせ（特許庁） 

【３】～超スマート社会を見据えたビジネス・知財戦略及び地方創生の新展開～ 

   「グローバル知財戦略フォーラム 2017」開催のお知らせ(特許庁、INPIT) 

【４】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

    「遺伝子は誰のもの？」   

     日本弁理士会中国支部  

          特許業務法人せとうち国際特許事務所 弁理士 中務 茂樹 

【５】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】「国際出願関係手数料改定(平成 29 年 1 月 1 日以降）」のお知らせ 

   （特許庁） 

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

 平成 29 年（2017 年）1 月 1 日から、国際出願関係手数料が改正されます。 

平成 29 年 1 月以降に国際出願関係手数料納付の場合は、各種手数料の額及び適 

用関係にご注意をお願いします。 

 

【国際出願手数料】       2016 年 12 月 31 日以前／2017 年 1 月 1 日以降 

 ・国際出願手数料（最初の 30 枚まで） ： 143,700 円／ 138,800 円 

 ・30 枚を超える用紙 1 枚につき     ：   1,600 円／  1,600 円 

 ・オンライン出願した場合における減額 ：  32,400 円／ 31,300 円 

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm 

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

【２】「日本、中国、韓国の知財分野の協力進展」のお知らせ（特許庁） 

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

 中国及び韓国は、日本の貿易相手国として、それぞれ第 1 位、第 3 位に位置し 

ており、その輸出入総額は全体の 4 分の 1 を占めるなど、緊密な経済関係を築い 

ています。 

 また、2015 年の日中韓の特許庁への特許出願件数は 163 万件であり、世界の 

（289 万件）半数以上を占めていることから、世界的な知的財産制度の発展のた 



めに、日中韓三カ国における協力強化の重要性が増しています。 

 このような認識のもと、日中では 1994 年以降、日韓では 1983 年以降、日中韓 

では 2001 年以降、長官会合を継続して開催し、特許、意匠、商標制度分野で協 

力を行っています。 

  今年は、12 月 7 日～8 日に日中韓の特許庁長官会合、12 月 9 日に日中韓特許庁 

シンポジウムを開催しました。 

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161212005/20161212005.html 

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

【３】「グローバル知財戦略フォーラム 2017」開催のお知らせ(特許庁、INPIT) 

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

 「超スマート社会を見据えたビジネス・知財戦略及び地方創生の新展開」をテ 

ーマとして、IoT、ビッグデータ、人工知能などを駆使した第 4 次産業革命時代 

に向けてイノベーション創出に取り組む大企業、中小・ベンチャー企業、大学等 

研究機関等の事業戦略とそのための知財戦略・人材育成および地方創生の推進に 

向けた地域・中小企業の知財活用やそのための支援を論点とする講演・パネルデ 

ィスカッションおよび知的財産に関する無料相談会(予約不要)を行います。 

 

【日 程】平成 29 年 2 月 13 日（月）～2 月 14 日（火） 

【会 場】東京ドームホテル B1 階「天空」（東京都文京区後楽 1-3-61） 

【参加費】無料 

【定 員】1000 名 

【主 催】特許庁、(独)工業所有権情報・研修館（INPIT） 

 

 ■2 月 13 日(月)10:00～17:55 

 ・開催挨拶：特許庁長官  

 ・特別講演：第四次産業革命がもたらす「超スマート社会」と経営革新 

     【講演者】志賀 俊之 氏  

   日産自動車(株)取締役副会長、(株)産業革新機構 代表取締役会長(CEO) 

    (公社)経済同友会 副代表幹事  

 ・【パネルディスカッション A1、A2、A3】 

  (A1)データを含む知的財産のオープン＆クローズ戦略による事業進化 

  (A2)グローバル企業におけるオープン＆クローズ戦略の本質 

  (A3)新興フロンティア分野で「社会価値」「経済価値」を高めるビジネスと 

     知財活用 

 ・【パネルディスカッション B1、B2、B3】 

  (B1)超スマート社会に向けた既存事業における価値創出マネジメント 

  (B2)中小・ベンチャー企業における経営資源の好循環形成に向けて 

  (B3)新規事業創出に向けたデザイン思考とシステム思考の導入 

 ・交流会（名刺交換会）(会場：B1F シンシア)参加費：3,000 円 

  



 ■2 月 14 日(火)10:00～16:00 

 ・特別セッション： 

   中堅・中小企業の経営者に聞く地域発イノベーションの興し方 

  【司会兼聞き手】鮫島 正洋 氏（弁護士法人内田・鮫島法律事務所） 

 

 ・【パネルディスカッション A4、A5】 

  (A4)中小企業の事業成長と地域発イノベーションにおけるオープン＆ 

    クローズ戦略 

  (A5)地方創生につながる地域の中小企業の海外への事業展開 

 ・セミナー：企業の事例から学びあう、新しい教材による 

        アクティブラーニング知財経営セミナー 

   定員：100 名（先着順、全員着座） 

 

【お申込方法】 

 公式ホームページでの事前登録制（無料、交流会のみ参加費：3000 円） 

 https://secure2.visitors.jp/ip-forum2017/entry/ 

 

【お問合せ先】グローバル知財戦略フォーラム 2017 開催事務局 

 TEL：03-5207-7365 E-mail：secretariat@ip-forum2017.com  

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.ip-forum2017.com/ 

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

【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。） 

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

 

  ■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  

  □■□    「遺伝子は誰のもの？」                   ┃ 

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

  □      日本弁理士会中国支部             ┃   

    ┃          特許業務法人せとうち国際特許事務所       ┃ 

    ┃          弁理士 中務 茂樹                       ┃ 

  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 

 単なる「発見」であって創作されていないものは「発明」ではなく、特許され 



ません。したがって、新種の植物を発見してもそれは創作物ではないので、その 

植物の特許は取得できません。一方、その植物から抽出された化学物質は天然物 

ですが、人為的に単離することに創作性があるという考え方によって、特許され 

ます。 

 では、遺伝子はどうでしょうか。近年のバイオテクノロジーの進歩により、ヒ 

トの遺伝子の膨大な塩基配列が解読されましたが、遺伝子の中には病気の発生に 

関連する部分があり、それが新薬の開発や診断の役に立つことがあります。その 

ような有用な遺伝子は特許されるのでしょうか。 

 天然物から単離することに創作性があるという考え方に沿って、最近まで日本、 

米国、欧州のいずれの特許庁も、単離された遺伝子（遺伝子の一部）を特許して 

いました。しかし、単離されたヒトの遺伝子に特許が付与され、一企業がそれを 

独占することに対して違和感を覚える人も多いと思います。 

 2013 年 6 月の米国連邦最高裁判決では、遺伝子情報が人為的に転写された cDNA 

は特許されるけれども単離されただけの遺伝子は特許されない、という判断がな 

されました。乳がんを高リスクで発症する遺伝子についての Myriad 社の米国特 

許が一部無効とされたのです。この特許でカバーされていた検査薬は、女優アン 

ジェリーナ・ジョリーが乳がん発病前に予防的に乳線を摘出した際に用いられた 

ものとして、当時ワイドショーでも話題になりました。 

 現在、日本と欧州では単離された遺伝子は特許されますが、米国では特許され 

ません。今後それぞれの国でどのように取り扱われるのか、注視が必要です。 

 このように、特許の対象である「発明」の解釈は変わることがあり、絶対的な 

ものではありません。技術の進歩や産業政策の変化にしたがい、時代とともに変 

遷してゆくものなのです。 

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

【５】■再掲情報■ 

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

■「平成 28 年度「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン実施」のお知らせ 

   （経済産業省・特許庁） 

【実施期間】平成 28 年 12 月 1 日(木)～平成 29 年 2 月 28 日(火) 

【内 容】 

  (1)特設ウェブサイト(キャンペーンウェブサイトを開設) 

  (2)広告(消費者を当該サイトから上記キャンペーンウェブサイトに誘導) 

  (3)イベント(パネルディスカッション及びニセモノ展示会を開催) 

【協賛及び後援】知的財産戦略本部、警察庁、消費者庁、総務省、法務省、 

  外務省、財務省、文部科学省文化庁、農林水産省、国土交通省観光庁、 

 国際知的財産保護フォーラム（IIPPF） 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/mohouhin/28fy/campaign/ 

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

■「インターネット出願ソフト等のダウンロードサービスの一部再開」の 

    お知らせ（特許庁） 

 以下のソフトウェアについて、問題を修正し、平成 28 年 11 月 28 日（月）に 



ダウンロードサービスを再開しました。  

【ダウンロード再開対象となるソフトウェア】 

 (1)インターネット出願ソフト(Ver.［i2.80］)の初回インストール(Windows 版） 

 (2)ひな型 2016.10（Windows 版） 

 (3)インターネット出願ソフト Ver.[i2.80]のアップデータ（Windows 版） 

▽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 

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

■「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）機能追加・改善予定」の 

    お知らせ（INPIT） 

【スケジュール 1】平成 28 年 12 月 26 日（月） 

 (1)トップページのレイアウト変更 

 (2)特許情報固定アドレスサービス（試行） 

【スケジュール 2】平成 29 年 3 月末 

 (1)印刷機能の改善 

 (2)詳細表示（特許・実用新案）のユーザーインターフェース改善 

 (3)パテントマップガイダンスの分類情報への直接リンクが可能 

【スケジュール 3】平成 30 年 1～3 月頃 

 (1)特許・実用新案検索機能の刷新 

【お問合せ先】知財情報部 情報提供担当 

  TEL：（代表）03-3581-1101 内線 2413 E-mail：PA0670@inpit.jpo.go.jp 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/othersinfo/h28fytbd.html 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/NEWS/20161122_01.pdf 

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

■「J-PlatPat メンテナンス」のお知らせ（INPIT） 

 メンテナンス等のため、以下の期間はサービスを停止させていただきます。 

【全サービス停止予定日】（※新機能の追加及び現行機能の改善のため） 

  平成 28 年 12 月 23 日（金）18:00 ～12 月 26 日（月）8:00 

【審査書類情報照会 サービス停止】および 

【ワン・ポータル・ドシエ照会 サービス停止】 

  平成 28 年 12 月 29 日（木）7:00 ～平成 29 年 1 月 4 日（水）8:00 

 （※なお、サービス停止予定日は変更になることもあります。） 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/NEWS/news.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 

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


