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１．目 次 

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

【１】～海外での大きな知財訴訟リスクを保険で低減しませんか？～ 

  補助金事業「海外知財訴訟保険事業」受付中！（特許庁） 

【２】～皆様の発明を応募してみませんか？～ 

  発明大賞 応募受付中！（日本発明振興協会／日刊工業新聞社） 

【３】～営業秘密管理体制の整備をお手伝いします～ 

  営業秘密管理体制の整備支援強化期間のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

【４】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

   「弁理士知財キャラバンのご紹介」 

   日本弁理士会中国支部 弁理士 金井 一美 

【５】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】補助金事業「海外知財訴訟保険事業」受付中！（特許庁） 

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

 海外での現地企業による出願件数の増加に伴い、新興国等、海外での知財係争 

に中小企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。 

 特許庁では、中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合の「セーフ 

ティーネットとしての施策」として、海外知財訴訟保険事業を平成 28 年 7 月に創 

設しました。中小企業が海外知財訴訟費用保険に加入する際の保険料の 1/2 を補 

助し、中小企業の負担を軽減します。 

 

○助成対象となる経費 

全国規模の中小企業等を会員とした団体を運営主体とする「知財訴訟費用を賄う 

海外知財訴訟費用保険」の加入に要する費用 

 

※海外知財訴訟費用保険の内容や加入手続については、海外知財訴訟費用保険を 

運営する各団体にご連絡ください（お問合せ先を参照）。 

また、本補助事業全般については、特許庁普及支援課支援企画班までお問い合せ 

ください。 

 

○募集期間 平成 29 年 4 月 24 日（月）から開始 

 平成 30 年 2 月 1 日始期分（2 月 1 日付け加入分）までは、中途加入が可能。 

○保険期間 平成 29 年 7 月 1 日(土)午前 0 時～平成 30 年 6 月 30 日(土)午後 12 時 

 （中途加入）毎月 1 日 午前 0 時から平成 30 年 6 月 30 日(土) 午後 12 時 

 

○応募資格 



日本商工会議所の会員企業、全国商工会連合会の会員企業、中小企業組合に加 

盟している企業であって、中小企業基本法で定める中小企業 

（詳細は、以下のＨＰから各引受保険会社のパンフレットをご参照ください。） 

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

○中小企業に対する補助対象経費 保険加入時の掛金 

○中小企業に対する補助率 保険加入時の掛金の 1/2 

○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 

 

【お問合せ先・提出先】 

《保険内容や保険加入について》 

 日本商工会議所 総務部 [TEL]03-3283-7832 

 全国商工会連合会 会員サービス部 [TEL]03-3503-1258 

 全国中小企業団体中央会 振興部 [TEL]03-3523-4904 

《補助事業全般について》 

 特許庁 総務部 普及支援課 [TEL]03-3581-1101 内線 2145 

 

▽海外知財訴訟費用保険の拡充の詳細は、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170424002/20170424002.html 

▽海外知財訴訟費用保険の申し込みの詳細は、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

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

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

【２】発明大賞 応募受付中！（日本発明振興協会／日刊工業新聞社） 

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

 今回で４３回目を迎える「発明大賞」は、優秀な発明考案を生み出し成果をあ 

げた企業や個人を表彰してきました。大企業ではなく、中堅中小企業、ベンチャ 

ー、研究者、個人発明家などを対象にしているのが大きな特徴です。 

 どうぞ奮ってご応募ください。 

 

【応募対象】 

 優秀な発明考案によって、わが国科学技術の振興、産業の発展、国民生活の 

向上に大きな業績を上げた中堅・中小企業（※）、及び個人またはグループ 

  (※) 資本金 10 億円以下の企業 

【募集期間】平成 29 年 7 月 1 日(土) ～ 9 月 30 日(土) 当日消印有効 

【提出書類】申請書・所定の添付書類（各 2 部） 

 

▽詳細な応募方法については以下のＨＰを参照ください。▽ 

http://biz.nikkan.co.jp/html/hatsumei/oubo.html 

 

【主   催】(公財)日本発明振興協会／(株)日刊工業新聞社 

【後  援】特許庁、文部科学省、経済産業省、中小企業庁、東京都、 

      日本商工会議所、日本弁理士会、東京商工会議所 

      （地独）東京都立産業技術研究センター 



【問い合わせ先】(公財) 日本発明振興協会 

  Tel：03-3464-6991 

  FAX：03-3464-6980 

  e-mail：jsai_aaa@jsai.org 

 

▽詳細はこちらのページをご覧ください。▽ 

http://biz.nikkan.co.jp/html/hatsumei/index.html 

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

【３】営業秘密管理体制の整備支援強化期間のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

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

 近年、企業が事業展開する上で価値を発揮するさまざまな情報、例えば、技術 

ノウハウ、開発データ、設計図等の営業秘密を適切に管理することの重要性が広 

く認識されてきましたが、未だ営業秘密管理体制の整備・運用ができていない中 

堅・中小企業が多いのも現状です。 

 （独）工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）では、「営業秘密・知財戦略相 

談窓口」が中心となって、全国 47 都道府県に設置している「知財総合支援窓口 

」の協力の下に、9 月 11 日(月)から 12 月 28 日(木)までの 3 か月半にわたり 

「営業秘密管理体制の整備支援強化期間」を設定し、中堅・中小企業における営 

業秘密管理体制の整備を具体的に支援いたします。 

  

▽中国地域の知財総合支援窓口▽ 

http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/m_sodan/index.html 

▽詳細はこちらのページをご覧ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/press_release/170908_00001.pdf 

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

【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。） 

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

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□  「弁理士知財キャラバンのご紹介」      ┃ 

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

┃    日本弁理士会中国支部 弁理士 金井 一美     ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

皆さん、こんにちは。 

 初めて当メールマガジンを書かせていただきます。どうぞ宜しくお願い致しま 

す。 



さて、初回は、日本弁理士会が行っている「弁理士知財キャラバン」について、 

ご紹介したいと思います。この「弁理士知財キャラバン」とは、知財コンサルテ 

ィングのスキルを持った複数の弁理士が直接企業を最大３回訪問させていただき、 

課題を共に解決していくというものです。 

 通常の手順としましては、最初の訪問で、訪問先企業の事業概要やお困りの点、 

理想の姿等について詳細にお伺いします。その結果に基づき、弁理士がその企業 

の現状や、抱えていると思われる課題を抽出いたします。 

 次に、第２回目の訪問で、これらをご報告し 、訪問先企業自身がお考えになっ 

ている現状及び課題との摺り合わせを共に行います。その結果に基づき、第３回 

目の訪問で、摺り合わせた課題の解決方法をご提案いたします。 

 今まで知財に馴染みがない、弁理士に会ったこともないが、そろそろ知財を活 

用してみたいといった企業の方や、すでに知財を活用しているものの、さらなる 

活用で我が社の業績・知名度を向上させたいという方に、有益な情報をご提供で 

きるものと思います。なお、最大３回の訪問は、いずれも無料となっています。 

 では、「弁理士知財キャラバン」について、少しでも興味をお持ちになった方 

は、ぜひ日本弁理士会のホームページの 

http://www.jpaa.or.jp/activity/caravan/ 

をご参照ください。 

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

【５】■再掲情報■ 

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

■平成 29 年度知的財産活動調査にご協力ください（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/h29_tizai_katsudougaiyou.htm 

■特許情報プラットフォーム等のメンテナンス実施のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

【全サービス停止予定日時】 

 平成 29 年 9 月 22 日(金)20:00～平成 29 年 9 月 25 日(月)8:00 

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

■「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） 

特設ホームページ http://ip-bunseki.go.jp/ 

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

 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。 
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 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課 知的財産室 
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 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 

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


