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２．内 容 
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【１】「初心者のための電子出願ガイド」のお知らせ（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「初心者のための電子出願ガイド」は、産業財産権についてインターネットを用 

いて出願したい方のためのページです。 

インターネット出願ソフトをセットアップし、「さくっと書類作成」を利用する 

ことで、願書作成から出願までをインターネットに接続されたパソコンで行うこ 

とができます。 

さらに、「さくっと書類作成」では、インターネット出願用の一部の書類を Web 

上で作成できます（対応ブラウザ ： Google Chrome および Microsoft Edge）。 



 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/hajimete/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「令和３年度 中小企業等外国出願支援事業」の公募開始のお知らせ（鳥取 

県・島根県・岡山県・広島県・山口県） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁では、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、外国出願 

にかかる費用の半額を助成しています。 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェト 

ロ）と各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆 

様が支援を受けることができます。 

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県で公募が開始されましたので、是非 

ご活用ください。 

 

【鳥取県】公募期間：5/10（月）～6/11（金）17 時（必着） 

     詳  細：（公財）鳥取県産業振興機構 

                    https://www.toriton.or.jp/index.php?view=8280 

【島根県】公募期間：5/18（火）～12/28（火）まで随時募集 

          （※予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。） 

     詳  細：（公財）しまね産業振興財団 

          https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/5622 

【岡山県】公募期間：5/17（月）～6/4（金）17 時（必着） 

     詳  細：（公財）岡山県産業振興財団                    

                    https://chizai-

portal.inpit.go.jp/madoguchi/okayama/news/post_24.html 

【広島県】公募期間：5/14（金）～ 6/18（金）17 時（必着） 

     詳  細：（公財）ひろしま産業振興機構 

                    https://www.hiwave.or.jp/news/27426/ 

【山口県】公募期間：5/13（木）～6/11（金）17 時（必着） 

     詳  細：（公財）やまぐち産業振興財団                   

                    https://www.ymg-ssz.jp/cms/modules/wordpress/index.php?p=1539 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】「令和３年度 鳥取県産業振興機構中小企業外国出願支援事業補助金」の 

公募開始のお知らせ（鳥取県産業振興機構） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

鳥取県産業振興機構では、ＰＣＴ特許出願、国際商標出願に要する費用について 

以下のとおり助成します。申請期間が短くなっておりますので、ご注意ください。 

 

○募集期間：5/10（月）～6/11（金）17 時（必着） 

○補助金額：ＰＣＴ特許出願、国際商標出願に関わる費用(消費税除く)の 1/2 以内 

      （１出願あたり３０万円までを限度） 

○対象企業：鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者、農林水産業者 



      県内で事業をしていれば、個人事業主や組合も対象 

○対象となる費用：日本国特許庁へ納付する出願関係費用 

     ・ＰＣＴ特許出願手数料（国際出願手数料、調査手数料、送付手数料、 

            優先権証明費用等） 

     ・マド・プロ商標出願手数料（登録出願手数料、事後指定手数料等） 

     ・国内代理人費用 

     ・翻訳費用 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.toriton.or.jp/index.php?view=8279 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】「やまぐち知的財産活用支援助成金」の公募開始のお知らせ（やまぐち産 

業振興財団） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

やまぐち産業振興財団では、優れた技術やブランド等の知的財産権を広く活用し 

ようとする県内中小企業者が行う国内出願（特許、実用新案、意匠、商標）に必 

要な経費の一部を助成します。 

 

○募集期間     ：5/13（木）～6/11（金）17 時（必着） 

○助成対象となる出願案件等： 

          ・日本国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標を新たに 

                      出願し、その知的財産権を活用して事業展開を図るもの 

                    ・交付申請時点において、特許、実用新案、意匠、商標を 

                      日本国特許庁へ出願していないものであること。 

                    ・予定される日本国特許庁への出願人名義が、中小企業者 

                      であること。 

                    ・県及び財団が行う事業の状況調査に対し、協力する中小 

                      企業者であること。 

○助成対象経費   ：日本国特許庁への出願に要した経費 

          （日本国特許庁への出願手数料、国内代理人費用） 

○助成率・助成限度額：助成対象経費の２分の１以内で、 

                      １企業ごとの限度額は４０万円 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.ymg-ssz.jp/cms/modules/wordpress/index.php?p=1538 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■  

イベント情報については、以下の中国地域知的財産戦略本部 HP のイベントカレン 

ダーを随時更新しておりますので、こちらもご活用ください。 

  

▽中国地域知的財産戦略本部 HP イベントカレンダー▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/event/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



【５】「ePCT の概要とその始め方、使い方」開催のお知らせ（WIPO 日本事務所） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本ウェビナーでは、ePCT の概要とその始め方、使い方について、WIPO 本部の PCT 

情報システム部門 の志場氏より、実際の画面をご覧いただきながらご説明いたし 

ます。また「19 条補正の提出方法」、「高度な認証の種類と設定について」など 

についてもご紹介いたします。 

プレゼンテーション後の「Q&A セッション」では、疑問点や ePCT 手続きに関連す 

る法務などを直接質問する機会がありますので、この機会に是非ご参加ください。 

 

日時：5/21（金）17:00～18:30 

主催：世界知的所有権機関（WIPO）日本事務所 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://register.gotowebinar.com/register/5429354747247729419 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】「知的財産判例セミナー 第９回」開催のお知らせ（山口大学 大学研究 

推進機構知的財産センター） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

世間の高い関心を集めた音楽教室と JASRAC との間の訴訟は、本年 3 月 18 日に控訴 

審判決が言い渡されて一審判決の判断が一部変更されることとなりました。 

今回のセミナーでは、JASRAC による音楽著作権管理の仕組みを解説したうえで、 

一審・控訴審の両判決で問題とされた点をピックアップして検討します。 

 

日時     ：5/27（木）16:10～17:40 

開催方法 ：オンラインによる開催 ※申込み後ご招待 

主催     ：山口大学 国際総合科学部・知的財産センター 共催 

参加費   ：無料 

講師     ：早稲田大学法学学術院助手 園部 正人 氏 

申込〆切 : 5/26（水） 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?p=4656 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【７】【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 中国会にご協力いただき、月 2 回程度配信予定です。） 

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



■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「押印制度」                  ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 森田義則        ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 新型ウイルスの影響を受けて、ビジネスモデルの変革が求められています。こ 

れまで特許を申請しなかったような方々も新たな分野に関して特許申請をなされ 

ています。その際、新規性を失わずに申請することに留意すべきです。大学の先 

生方の特許出願の場合、論文発表の後に特許出願をすることがあります。中小企 

業の場合、売れ行きやニーズを模索しながら製品や商品の発表の後に特許出願を 

することがあります。これらの場合、新規性喪失の例外適用を受ける必要があり、 

証明書を出願から３０日以内に所定の書式に沿って作成して紙に印刷して提出す 

る必要があります。この証明書に関して、押印が不要となりました。 

 日本国特許庁は特許出願のオンライン化を、その当時はワークステーションか 

ら ISDN 回線を利用した形態で、世界でいち早く実現しましたが、現在でも証明 

書を紙で提出する必要があります。何れ、抜本的な見直しがなされるように期待 

したいものです。 

 しかしながら、偽造の被害が大きい手続きの場合、押印が必要となります。例 

えば、特許権や特許を受ける権利などの譲渡に関する手続きには、印鑑証明書の 

提出が求められるようです。特許などの登録制度は、不動産の登記制度と似たと 

ころがあり、登録名義人の変更や専用実施権の設定・消滅・譲渡などについては 

印鑑証明書の提出を求めるようです。会社合併・会社の名称変更・相続の際には 

登録等が必要となるため、注意が必要です。 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【８】～ロール加工のエキスパートが近未来を見据えて活用したツールとは～ 

    今回のピックアップ企業は、株式会社中原製作所 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

知財を楽しく学べる Web サイト「もうけの花道」から、おススメの動画情報を 

お届けするコーナー「もうけの花道をいく」！ 

 

今回は、今後の事業戦略を継続・発展させるために「経営デザインシート」を 

活用した(株)中原製作所をご紹介します。 

 

経営者の代替わりを控え、どのように事業承継していくか。 

この経営課題に対して、会社の資源・価値と将来像を描き、経営デザインシート 

に一元化することで、現社長のビジネスモデルを承継しつつ、新しい価値を生み 

出すことに成功。 

知財の観点も取り入れられたこのツールを活用した同社は、有形資産だけでなく、 

無形資産からも企業の価値を高めることができ、さらにはその結果を従業員に共 

有することで同じベクトルを向くことができたことを実感。 

 

常識にとらわれないものづくりイノベーションを行う同社のさらなる飛躍に期待 



が高まりますね。 

 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/115/index.html 
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