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２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】「令和 3 年度ジェトロ中小企業等外国出願支援事業」の募集について（JETRO） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

ジェトロでは、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、国内出願（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。 

 

【応募受付期間】6/21（月）～7/21（水）17 時（必着）（郵送又は持ち込み） 



【受付窓口・お問い合わせ先】ジェトロ知的財産課 外国出願デスク 

              〒107-6006  

              東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6F 

               Tel：03-3582-5642 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html 

 

中小企業等外国出願支援事業は、全国実施機関のジェトロのほかに、地域実施機 

関でも応募を受け付けていますので、是非ご活用ください。なお、具体的な時期 

等の詳細は、各実施機関にお問合せください。 

【鳥取県】（公財）鳥取県産業振興機構 

     https://www.toriton.or.jp/ 

【島根県】（公財）しまね産業振興財団 

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

【岡山県】（公財）岡山県産業振興財団 

     https://www.optic.or.jp/okayama-ssn/info_detail/show/601.html 

【広島県】（公財）ひろしま産業振興機構 

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

【山口県】（公財）やまぐち産業振興財団 

     https://yipf.or.jp/      

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「特許情報分析支援事業（第 1 回）」公募の開始について（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「特許情報」とは、特許・実用新案の出願や権利化に伴って生み出される公開情 

報（出願人、発明者、出願日、発明の概要など）のことで、このような特許情報 

を分析することにより様々な情報を得ることができます。 

本事業では、中堅・中小・スタートアップ企業等を対象に、「事業構想～研究開発・ 

出願」段階における特許情報の調査・分析を行い、その結果を提供します。 

 

【公募期間】 

○「事業構想～研究開発」「出願」段階の特許情報分析支援（公募制、無料）  

    第１回公募：6/1（火）～ 6/28（月）23:59 まで 

【費用】INPIT が全額支援しますので費用は無料となります。 

    ただし、特許情報分析費用の 1 件当たりの上限は 100 万円以内です。 

○「審査請求段階」については、令和 3 年度の募集はありませんのでご注意ください。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】「令和 2 年度意匠制度の改正に関する説明資料」について（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



令和 2 年度意匠制度の改正に関する説明会に代えて、令和 3 年 4 月に施行された 

改正意匠法についての説明資料を掲載します。 

字幕付きの説明動画もありますので、是非ご覧ください。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/isho_kaisei_shiryo_2020.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】「事業承継に関する知的財産の評価 無料モニター募集」について 

     （日本弁理士会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日本弁理士会では、企業のさらなる適正評価を目指し「事業承継に関する知財評 

価手法」を研究して参りました。 今回、その手法の検証を行うために、中小企業 

を対象としてモニター企業（無料）を募集いたします。 

事業承継を成功させるために知財の専門家の意見を聞きたい場合、承継後に知財 

を活用して経営を行うための参考資料としたい場合など、是非ご応募ください。 

 

【費用】無料 

【採用企業数】6 社の予定 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/event-monitor20210316.pdf 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】「知財アクセラレーションプログラム IPAS2021」の公募開始について 

     （特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁は、6 月 14 日にスタートアップの知財戦略構築を支援する「知財アクセラ 

レーションプログラム IPAS2021」の参加企業の公募を開始します。 

本プログラムでは、参加スタートアップの課題・支援ニーズに対応した知識、ス 

キルを持つビジネス専門家と知財専門家からなる「知財メンタリングチーム」を 

組織し、事業戦略に連動した知財戦略の構築を支援します。 

 

【応募期間】6/14（月）～7/19（月） 

【採択社数】20 社 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210614005/20210614005.html 

https://ipbase.go.jp/support/startupxip/ 

■…━…━…━…━…━…━…━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 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】「3Days セミナー ～知的財産をマスターし経営戦略につなげる～」開催の 

お知らせ（INPIT-KANSAI X MOBIO 共催） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本セミナーでは中小企業の皆様を対象に、知的財産の視点から「情報管理」「契約」 

「海外展開」をテーマに、3 日連続のオンラインセミナーを行います。 

当日は、具体事例を交え、知財を活用して優位にビジネスを展開するための極意 

を紐解いてまいります！ 

ぜひこの機会に、知的財産をマスターし経営戦略と結びつけてはいかがでしょう 

か。 

 

【開催スケジュール・テーマ】 

 ○第 1 回（情報管理）6/23（水） 16：00～17：00  講師：藤盛 謙二 氏 

 ○第 2 回（契約）    6/24（木） 16：00～17：00 講師：深町 裕一 氏 

 ○第 3 回（海外展開）6/25（金） 16：00～17：00 講師：川島 泰介 氏 

【開催方法】ZOOM による WEB 開催 

【参加費および定員】無料／各回それぞれ約 30 名（先着順） 

         ※いずれか 1 日の受講も可能 

【お問合せ先】INPIT 近畿統括本部 事業推進部 

        TEL：06-6486-9122  Email：ip-js01@inpit.go.jp 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/kinki/event/202106_seminar_online.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【７】「知的財産判例セミナー 第 10 回」開催のお知らせ（山口大学） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本セミナーでは、医療と知的財産に関連する判例、弁護士・弁理士実務における 

医療法務と知的財産の関係などを中心に、両分野にまたがる概観と考察、今後の 

課題等についてセミナーを行います。 

 

【開催日時】    7/1（木）16:10～17:40 

【会場】     オンラインによる開催 ※申込み後ご招待 

【講演】    「医療と知的財産」 

【登壇者】    ＭＬＩＰ（エムリップ）経営法律事務所 

         弁護士・弁理士  大西 達夫 氏 

【申込期限】   6/30（水） 

【お問い合わせ先】山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター 

         TEL:0836-85-9942   E-mail:ip_fdsd@yamaguchi-u.ac.jp 

          

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?p=4778 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【８】「弁理士の日 記念事業 知財ふれあいフェスティバル 講演会の部」 

       開催のお知らせ（日本弁理士会関西会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日本弁理士会関西会では、毎年 7 月 1 日の「弁理士の日」を記念して、知的財産 

権制度及び弁理士制度の啓発、普及を目的とする知的財産権に関する各種行事を 

開催しております。 

今回の「知財ふれあい フェスティバル（講演会の部）」では、「世界が驚く日本の 

文房具」をテーマに、オンラインセミナーを開催します。 

 

【開催日時】   7/3（土）14:00～16:10 

【参加費】     無料 

【定員】     1000 名 

【開催方法】   「V-CUBE セミナー」を使用 

【申込締切】   6/28（月）正午まで 

【お問い合わせ先】日本弁理士会関西会 講演会申込係 

         TEL:06-6453-8200 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

http://www.kjpaa.jp/seminar/54707.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【９】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「発明・権利の活用（２）」 

    日本弁理士会中国会  弁理士 鶴亀 國康 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 発明の活用又は権利の活用において中小企業の大企業に対する問題に関し、考 

えさせられることがありました。かかる問題は、近年問題になっており、公正取 

引委員会においては、「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位 

の濫用行為等に関する実態調査（令和元年６月１４日）」がなされています。この 

実態調査によると、「ノウハウの開示を強要される、名ばかりの共同研究を強いら 

れる、特許出願に干渉される、知的財産権の無償譲渡を強要される等のこれまで 

あまり知られてこなかった多数の事例が報告された。」とあります。本件は特許出 

願に干渉されるに該当し、特許権が成立した後は自社で設計し下請け他社で生産 

するなど問題になっています。弁護士の見解は、権利者が何をしたいかであり、 

その要望に対応するとのことです。しかし、訴訟に持ち込めば重要な顧客を失う 

恐れがあるところ、弁理士としてどんな対応が出来るか悩ましいところです。上 

記設計品は、僅かな差異はあるが権利範囲に属します。共願の申し出があっても 

原則共願者は何でも出来ますので拒否して下さい等の見解ではなかなか役に立ち 

ません。しかしながら、弁理士として役立ったかなと思うことが１つ有ります。 

試作品が顧客間で使用される事態が想定されるので、出願時に新規性喪失の例外 

適用を行ったことです。後日、当該企業から当社の指示に基づいた発明は共願に 

してもらいたいという要望について、その指示が出願後であることを新規性の喪 



失の例外証明書により証明できたからです。 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【１０】～事業展開の拡大に知財を活かすには～ 

    今回のピックアップ企業は、株式会社大協組 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

知財を楽しく学べるウェブサイト「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、産業廃棄物から独自の建設資材「エコソイル R」を開発し、そのライ 

センスビジネスを軸に、新事業を拡大している株式会社大協組をご紹介します。 

 

研究開発の成果について特許を取得した後、いかにビジネスに組み込み、その 

特許の価値を最大化していくか。 

そんな疑問に対して、INPIT 知財総合支援窓口のアドバイス受け、「知財を活用 

した包括的なライセンスビジネス」という納得の答えを実践中の大協組。 

 

特許製品「エコソイル R」と自社のノウハウで業界のピンチを救い、地域貢献も 

果たすライセンスビジネスとはいかに。 

 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/112/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

 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 知的財産室 

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