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１．目 次 

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

【１】～特許情報分析活用支援事業を活用して特許情報の調査費用をカット！～ 

   「平成 29 年度中小企業等特許情報分析活用支援事業」公募中(ＩＮＰＩＴ) 

【２】～外国出願費用を補助します！ 岡山県 6 月 1 日より公募開始～ 

  「平成 29 年度中小企業等外国出願支援事業（中小企業知的財産活動支援事 

  業費補助金）」鳥取県、島根県、山口県も公募中 

【３】～地域ブランドを保護して地域活性化！～ 

   「地域団体商標」、「地域ブランド」について御説明に伺います！（特許庁） 

【４】～地理的表示（GI）ご存知ですか？～ 

   地理的表示（GI）事例集（2017 年 6 月版）が公開されました(農林水産省) 

【５】～今号はとっきょｘ鉄道特集～ 

   広報誌「とっきょ」平成 29 年 6・7 月号が HP に掲載されました(特許庁) 

【６】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

   「地方における一弁理士の活動」 

   日本弁理士会中国支部 弁理士 中西 康裕 

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

２．内 容 

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

【１】「平成 29 年度中小企業等特許情報分析活用支援事業」公募中(ＩＮＰＩＴ) 

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

 （独）工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）では、「平成 29 年度中小企業 

等特許情報分析活用支援事業」を平成 29 年 5 月 1 日から開始いたしました。この 

事業は、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、出願戦略の策定及び権利取得可能性判断を包括的に支 

援するため、次の各段階のニーズに応じた特許情報分析を行うものです。 

 

（１）「研究開発」段階（無料：上限 100 万円の特許情報分析を実施） 

 ・研究開発戦略の策定、重複研究の回避、新事業展開の可能性判断のための 

    特許情報分析を行います。 

（２）「出願」段階（無料：上限 100 万円の特許情報分析を実施） 

 ・権利化可能性の把握、オープン・クローズ戦略策定等のための特許情報分析 

    を行います。 

 ○第 2 回募集期間 平成 29 年 6 月 5 日（月）～平成 29 年 7 月 12 日（水）12:00 

  （期間を区切って年に５回、皆様からのお申込みを受け付けます。） 

 

（３）「審査請求」段階（利用者負担 10,800 円～ ※INPIT が 64,800 円を負担） 

 ・出願内容に関連する特許情報分析を通じ、権利取得判断を支援します。 

 ○募集期間 平成 29 年 6 月１日（木）～ 



 （募集終了時期は、申込状況により変動します。） 

【注目情報】 

今年度事業から、従来の中小企業等に加えて、新たに資本金 10 億円以下の企業も 

支援対象となりました！ 

本事業はＩＮＰＩＴより以下の機関へ委託しております。 

【お問合せ先・本事業事務局】 

（一社）発明推進協会  調査管理チーム 

[TEL]03-3502-5448  [FAX]03-3506-5446  [E-mail]bunseki@jiii.or.jp 

▽事業の利用方法・募集情報については以下の特設ＨＰをご参照ください。▽ 

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

▽事業の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 

https://faq.inpit.go.jp/tradesecret/general/bunseki.html 

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

【２】「平成 29 年度中小企業等外国出願支援事業（中小企業知的財産活動支援事 

   業費補助金）」公募中（鳥取県）（島根県）（岡山県）（山口県） 

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

 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。 

○補助対象経費 

外国特許庁への出願手数料、外国出願に要する代理人費用（現地・国内代理人費 

用）、翻訳費用 等 

○補助上限額（消費税分を除く） 

・１出願当たり特許出願：150 万円 

・１出願当たり実用新案・意匠・商標出願：60 万円 

・１出願当たり冒認対策商標出願：30 万 

※１企業当たりの年度内上限額：300 万円（１企業について複数案件の場合） 

○補助率 １／２以内  

《鳥取県》 

 https://www.toriton.or.jp/index.php?view=7119 

【募集期間】平成 29 年 5 月 23 日（火）～10 月 31 日（火）まで 

【お問合先・提出先】 

 （公財）鳥取県産業振興機構 知的所有権センター 担当（山本） 

    [TEL]0857-52-6722 [FAX]0857-52-6674 

  [E-mail]ayamamoto@toriton.or.jp 

《島根県》 

 http://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/611 

【募集期間】平成 29 年 5 月 8 日（月）～12 月 28 日（木）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 担当（平賀、知野見） 

    [TEL]0852-60-5112 [FAX]0852-60-5106 

  [E-mail]chizai@joho-shimane.or.jp 

《岡山県》 

 http://www.optic.or.jp/chizai/info/201705/29.html 

【募集期間】平成 29 年 6 月 1 日（木）～6 月 15 日（木）（17:00 必着） 

【お問合先・提出先】 

 （公財）岡山県産業振興財団 ものづくり支援部 知的財産支援課 

   担当（石部、野瀬） 

    [TEL]086-286-9711 [FAX]086-286-9706 

  [E-mail] chizai@optic.or.jp 

《山口県（第 1 回）》 

 http://www.ymg-ssz.jp/cms/modules/wordpress/index.php?p=1130 

【募集期間】平成 29 年 5 月 8 日（月）～6 月 9 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 担当（高杉） 

   [TEL]083-922-9927 [FAX]083-921-2013  

   [メール送信フォーム]http://www.ymg-ssz.jp/clipmail/05/clipmail.html 

▽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 

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

【３】「地域団体商標」、「地域ブランド」について御説明に伺います！ 

   (特許庁) 

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

 地域団体商標制度は、地域ブランドをより適切に保護することにより、事業者 

の信用維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的 

とした制度で、地域ブランドを日本全国レベルで保護する制度です。地域の事業 

協同組合、農業協同組合または商工会などの皆さんが「地名」を付した「地域ブ 

ランド」を使用して、その地域である程度有名になった場合には、「地域団体商 

標」として「商標登録」することができます。 

 特許庁の地域団体商標の担当者が、制度や活用事例等について御説明に伺いま 

す。派遣にかかる旅費、謝金などは一切不要です。説明会のお時間、内容につい 

てもご相談に応じます。お気軽に御利用ください。 

 原則、事業協同組合、農業協同組合、商工会、商工会議所、特定非営利活動法 

人及び地方自治体の方々を対象としております。 

▽申し込み方法等の詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

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

▽地域団体商標の詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

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

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



【４】地理的表示（GI）事例集（2017 年 6 月版）が公開されました(農林水産省) 

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

 地理的表示保護制度について、より多くの方に知っていただき、本制度の活用 

促進を図るため、地理的表示（GI）事例集の 2017 年版が発行されました。 

 地理的表示保護制度について、わかりやすく説明されていることから、GI 申請 

を検討している団体や、生産者の方々はもちろんのこと、消費者や流通業者の方々 

にもぜひご覧いただきたい内容となっております。 

 

 中国地方ではたとえば岡山県倉敷市の「連島ごぼう」が掲載されています。 

また、6 月 5 日に山口県美祢市美東町の「美東ごぼう」が登録申請の公示をされて 

いますので、8 月 7 日までの公示期間に特に問題がなければ GI として登録されるこ 

ととなります。 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.fmric.or.jp/gidesk/pamphlet/index.html 

▽GI の公示一覧は、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://mailmag.maff.go.jp/c?c=28528&m=93333&v=f877171b 

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

【５】広報誌「とっきょ」平成 29 年 6・7 月号が掲載されました(特許庁) 

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

「とっきょ」は特許行政の動向に関して、ご理解と意思の疎通を図る目的で発行 

されるものです。今号は、とっきょｘ鉄道特集。 

 鉄道は 1825 年、イギリスで実用化されました。その後、日本に伝わり、1872 年 

に新橋駅と横浜駅間で正式開業。当時は“モノ”も“人”もすべて輸入でしたが、 

今では、日本の技術が世界各国で採用されるというニュースも、よく目にするよ 

うになりました。 

 そのような日本の鉄道を支えるさまざまな技術、たとえば、トンネル内でも乗 

り心地よくすることのできる技術や、乗り物酔いしにくい車両を実現するための 

技術などが紹介されています。 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.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。） 

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



■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□   「地方における一弁理士の活動」      ┃ 

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

┃    日本弁理士会中国支部 弁理士 中西 康裕     ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 このコラムをご覧になっている皆様は、「知的財産」、「弁理士」、「特許事 

務所」と聞けば、何のことかご存知のことと思います。 

 私は、鳥取県で独立開業して２年が過ぎました。その間いろいろな所で自己紹 

介もしましたが、「弁理士？」、「特許事務所？」という反応がほとんどで、この 

業界の知名度の低さを正直実感するとともに、知名度を上げていかなければ、い 

ずれこの業界も尻すぼみになるのでは、と思っています。 

 業界全体での大きな活動が重要なのは勿論ですが、一人の弁理士としても何か 

できないかと考えています。 

 今、日本弁理士会中国支部では、弁理士がオリジナルのＴシャツを着てマラソ 

ン大会に参加しています。Ｔシャツを着てマラソンに参加することでも、弁理士 

の知名度向上につながるだろと考え、私もこのＴシャツを着て参加しています。 

 先日も近くで開催された大会に、Ｔシャツを着て一人走ってきました。沿道か 

らはＴシャツをみて「弁理士、頑張れ～」という声援が聞こえてきました。勿論 

「弁理士？？頑張れ～」とか、「弁護士、頑張れ～」という声援も多いですが、 

Ｔシャツをみて声援して頂けることは励みになります。 

 とくに学校の前を走ると、部活動を中断して多くの学生が応援してくれます。 

学生から「弁理士、頑張れ～」という声援を受けると、若い人に「弁理士」を知 

ってもらえたかも、と嬉しくなります。走りも若干加速する気分です。 

 マラソンを続けていく目標は、健康維持も勿論ですが、沿道で応援して下さる 

方に「弁理士」を知ってもらい、一人でも多くこの業界に関心を持ってもらうこ 

とです。地味な活動ですが、底辺を広げていくことがこの業界の発展につながる 

ものと信じています。 

 是非どこかの大会で弁理士と書かれたＴシャツをみかけたら声援をお願いしま 

す。どの大会もきっと後方を走っていますよ…だって広報活動なので。 

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