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１．目 次 
------------------------------------------------------------------------ 

【１】～特許庁の重点政策課題(3 点)を中心に知財制度の更なる充実に取組ます～ 

   「平成 29 年(2017 年)年頭所感 ～特許庁長官 小宮 義則～」のお知らせ 

   (特許庁) 

【２】～各地域の具体的な目標を見据えて知財支援を推進します～ 

      「地域知財活性化行動計画」に基づく各都道府県の KPI 決定のお知らせ 

   (特許庁、INPIT) 

【３】～中国地域の「旬」な情報をレポートし、『元気』を発信中！～ 

   中国経済産業局月刊広報誌「『旬レポ中国地域』2017 年(平成 29 年)1 月号 

   - vol.94 -」発行のお知らせ(中国経済産業局) 

【４】「PCT 国際出願のインターネット出願用ソフトウェアについて」のお知らせ 

      (特許庁) 

【５】「PCT 国際出願関係手続 Q&A 更新」のお知らせ(特許庁) 

【６】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

   「知財権で自社をさらに発展させましょう」 

    日本弁理士会中国支部 弁理士 田村 善光   

【７】■再掲情報■ 
------------------------------------------------------------------------ 
２．内 容 
------------------------------------------------------------------------ 
【１】「平成 29 年(2017 年)年頭所感 ～特許庁長官 小宮 義則～」のお知らせ 
   (特許庁) 
------------------------------------------------------------------------ 

 日本再興戦略 2016 には、「第 4 次産業革命等を勝ち抜く知財・標準化戦略の推 

進」が掲げられました。技術革新を産業や社会生活の変革につなげ、未来への投 

資を推し進める上で、知財制度はますます重要な役割を担います。 

 特許庁は、以下にご紹介させていただく三つの重点政策課題を中心に、我が国 

知財制度の更なる充実に向け、全力を挙げて取り組んでまいります。 

 第一に、第四次産業革命を視野に入れた、新しい知財システムの構築に取り組 

 みます。 

 第二に、グローバル化に対応した知財システムの確立に取り組みます。 

 第三に、地域・中小企業の知財活動の支援に取り組みます。 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/shoukai/choukan/2017newyear.htm 
------------------------------------------------------------------------ 
【２】「地域知財活性化行動計画」に基づく各都道府県の KPI 決定のお知らせ 
   (特許庁、INPIT) 
------------------------------------------------------------------------ 

 特許庁は、平成 28 年 9 月 26 日に公表した「地域知財活性化行動計画」に基づ 

き、地域レベル(経済産業局及び知財総合支援窓口)の支援の取組を客観的に評価 

できるよう、それらの「成果目標」(KPI：Key Performance Indicator)を設定い 

たしました。 

 さらに、(独)工業所有権情報・研修館(INPIT)においては、それらの目標を受け 

た形で、平成 31 年度に向けた都道府県レベルの KPI(相談件数、専門人材による支 

援件数及び「よろず支援拠点」との連携件数)を総括する形でとりまとめました。 

 中国経済産業局としましては、中国地域 5 県の知財総合支援窓口と連携し、平成 

31 年度成果目標に達するよう連携していきます。 

《中国地域の知財総合支援窓口の目標(KPI)について(件数)》 

https://www.jpo.go.jp/shoukai/choukan/2017newyear.htm


       平成 27 年度実績    平成 31 年度成果目標 

     (※) (A)  (B)  (C)     (A)   (B)  (C) 

  鳥取県  1037  165     1   1260  202   15 

  島根県  1095  152    36      1310    183     50 

  岡山県  1967  219    25      2380    286     30 

   広島県    1832   423     8      2220    465     20 

   山口県    1657   171    50      2010    241     80 

  ※注(A)：相談件数       

    (B)：専門人材による支援件数 

    (C)：よろず支援拠点との連携件数 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161228001/20161228001.pdf 
------------------------------------------------------------------------ 
【３】中国経済産業局月刊広報誌「『旬レポ中国地域』2017 年(平成 29 年)1 月号 
   - vol.94 -」発行のお知らせ(中国経済産業局) 
------------------------------------------------------------------------ 

 『旬レポ中国地域』は、毎月第 1 月曜日発行の中国経済産業局の電子広報誌です｡ 

【年頭所感】未来へはばたく中国地域 中国経済産業局長 波留 静哉 

【特 集】新春座談会「おもてなしで地域を豊かに」 

     ・対談者(株)矢掛屋 代表取締役         安達 精治 氏 

         (有)望湖楼 代表取締役社長       中島 伸之 氏 

                 (一社)せとうち観光推進機構 事業本部長 村橋 克則 氏 

                 中国経済産業局長            波留  静哉   

【シリーズ】 

 ・地域パートナーHOT 情報  

   〔広島県〕“3 年連続”優勝と「3 本の矢」  

    地域パートナーHOT 情報 

 ・製品安全情報 

    高齢者の製品事故  nite(ナイト)(独)製品評価技術基盤機構 中国支所 

 ・脱・都会！地方に移住した若者たち 小林美代子さんの場合 Part2 

【エッセイ】 

 ・テクノえっせい『宇宙エレベーターの夢』 

  広島工業大学名誉教授 中山 勝矢 氏 

 ・素敵・発見！マーケティング『心が身体をまとっている』 

  (株)クリエイティブ・ワイズ 代表取締役 三宅 曜子 氏 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.chugoku.meti.go.jp/info/densikoho/MT.htm 
------------------------------------------------------------------------ 
【４】「PCT 国際出願のインターネット出願用ソフトウェアについて」の 
   お知らせ(特許庁) 
------------------------------------------------------------------------ 

 平成 29 年 1 月 1 日以降、受理官庁としての日本国特許庁(RO/JP)に対し、オン 

ラインで PCT 国際出願をするために利用可能なソフトウェアは、インターネット 

出願ソフトのみとなりました。 

(PCT-SAFE による出願の受付は平成 28 年 12 月 31 日に終了しました。) 

【インターネット出願ソフト(PCT-RO 国際出願機能)の特徴】 

 ・特許庁が提供するソフトウェアです。  

 ・平成 28 年 10 月 2 日に受付を開始した Ver.[i2.80]以降は、英語での 

    出願にも対応しています。 

 ・PCT-RO 国際出願機能だけでなく、国内出願機能等も備わっています。 

http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161228001/20161228001.pdf
http://www.chugoku.meti.go.jp/info/densikoho/MT.htm


 ・使用可能な電子証明書は各認証局が発行するファイル形式(PKCS#12) 

  及び IC カード形式(PKCS#11)の電子証明書の 2 種類の電子証明書が 

    利用できます。 

 (OS により利用できる電子証明書の種類が異なりますのでご注意ください。) 

 ・インターネット出願ソフトは「電子出願ソフトサポートサイト」から入手 

  してください。 ( http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/ ) 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/pctapplicationsoft.htm 
------------------------------------------------------------------------ 
【５】「PCT 国際出願関係手続 Q&A 更新」のお知らせ(特許庁) 
------------------------------------------------------------------------ 

 PCT 特許協力条約に基づく国際出願に関する手続についての Q&A 更新を掲載し 

ています。 

 ・国内移行手続に関連する質問(優先権等) 

【参考】 

「PCT 国際出願制度の概要」については、以下の HP をご覧ください。 

 http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tetuduki_qa.htm 
------------------------------------------------------------------------ 
【６】【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 

をしています。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 

していますので、お楽しみください。 

(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。) 

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

  ■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  

  □■□   「知財権で自社をさらに発展させましょう」   ┃ 

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

  □      日本弁理士会中国支部 弁理士 田村 善光    ┃ 

  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 特許庁の統計速報をみると、平成 27 年 1 月～平成 27 年度 10 月と平成 28 年 1 

月～平成 28 年度 10 月とを比較すると、商標の国内出願件数は昨年の 106,821 件 

が今年は 122,306 件と約 14％増で推移していますが、特許の出願件数は昨年の 

266,700 件が今年は 263,582 件と横ばいの状況です。 

 知財権を所有している中小企業とそうでない中小企業の売上高営業利益率を比 

較すると(特許庁中小企業地域知財支援研究会報告書)、知財権を有さない企業の 

1.8％に対して知財権を有する企業は 3.5％と約 2 倍の売上高営業利益率となって 

います。 

 特許等の知財権を活用すると自社の業績を改善させ得ることが示唆されていま 

すが、特許出願は最近伸びていません。 

 そこで、日本弁理士会ではさらに知財の掘り起しを図るために来年度から知財 

経営センターを設立し活動を展開する方針が決定しました。ぜひご利用いただけ 

ればと思います。 

 また、特許は高度だからともし思っておられるならそうではないことを伝えた 

いと思います。特許権取得事例としては、例えば、通常は円形のフライパンの蓋 

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/pctapplicationsoft.htm
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tetuduki_qa.htm


を四角形にしたことで料理するときにフライパンに並べた餃子をフライパンを傾 

けてもずらさないという効果で特許権を取得した例や、通常は厚い布地のバスタ 

オルを薄い布地にして小さい突起を一つ付けたことによって石鹸で身体を洗うこ 

とも身体を覆うこともできるという効果で特許権を取得しています。このように 

特許権を取得できる発明は技術的に高度であることは必要ではありません。今ま 

でにない構造部分があってその部分が今までにない効果をもたらすと特許権が取 

得できます。 

 ぜひ、特許に関心をもっていただき知財権で自社をさらに発展させるように取 

り組んでいただけたらと願っています。 
------------------------------------------------------------------------ 
【７】■再掲情報■ 
------------------------------------------------------------------------ 
■「海外知財訴訟費用保険」加入受付中！のお知らせ(特許庁) 
------------------------------------------------------------------------ 

 特許庁は、中小企業が海外において知財侵害の係争に巻き込まれた場合のセー 

フティーネットとして、我が国において初めてとなる海外での知的財産訴訟費用 

を賄う保険制度を創設しました。全国規模の中小企業等を会員とした団体の会員 

中小企業が保険に加入する際、掛金の負担が半額になります。 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm 
☆====================================================================☆ 

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

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