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【１】～8 月 1 日から手数料が改定されます！～ 

 国際出願関係手数料改定のお知らせ（特許庁） 

【２】～電子メール利用のお願い～ 

（審判手続）ファクシミリの利用廃止に伴う電子メール利用のお願い（特許庁） 

【３】～J-PlatPat 講習会動画の最新版がリリースされました！～ 

 J-PlatPat 講習会動画の最新版リリース（INPIT） 

【４】～特許情報分析を経営や事業に生かしませんか？～ 

「2021 年度特許情報分析支援事業」第 2 回公募受付を開始しました（INPIT） 

【５】～知的財産を管理する技能の習得レベルを測定・評価してみませんか？～ 

「第 40 回 知的財産管理技能検定」申込み受付中（知的財産教育協会） 

【６】～鳥取県内中小企業等に外国出願にかかる費用の半額を助成します！～ 

「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（特許、実 

用新案、意匠、商標）」（二次募集）の募集のご案内（鳥取県産業振興機構） 
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【７】～知らないと怖い！失敗事例から学ぶ知財～ 

 中小企業のための海外ビジネスと知財対策（ジェトロ松江、出雲市） 

【８】～新入社員や新任の担当者等の方に、知的財産の基礎セミナー！～ 

「新入社員・担当者向け知的財産セミナー」のご案内 

   （山口県発明協会、(有)山口ティー・エル・オー） 
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   日本弁理士会中国会 弁理士 舩曵 崇章 
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【１１】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】国際出願関係手数料改定のお知らせ（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

2021 年 8 月 1 日から、調査手数料（EP）が改定されます。2021 年 8 月以降に本手数 

料の納付をする場合は、手数料の額及び適用関係に御注意をお願いします。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】（審判手続）ファクシミリの利用廃止に伴う電子メール利用のお願い 

   （特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

審判手続では、補正案に関する応対や口頭審理等に係る連絡等において、これま 

でファクシミリの利用も可能としていましたが、テレワークの推進及び業務効率 

化を図る観点から、今後、ファクシミリを利用して行っていた連絡については、 

原則電子メールを利用することとしますので、ご協力をお願いいたします。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/20210701_fax_haishi.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】J-PlatPat 講習会動画の最新版リリース（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の最新版講習会動画を IP ePlat にてリ 

リースいたしました。 

従来の講習会動画の内容に加え、実際に J-PlatPat を操作するシーンを加えるな 

ど、より分かりやすい動画となっております。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

・特許・実用新案編 

 

https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/View/Course/P_coseview.aspx?JoqiTZZ2DWEYvYIe40bgoa

PNpjpoT2h%2b5fe7wg9gAMv3UT4jiqCxcARBo5qhQ1L5 

・意匠編最新版（画像意匠公報検索支援ツール（GrIP）を含む） 

 

https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/View/Course/P_coseview.aspx?JoqiTZZ2DWEYvYIe40bgoa

PNpjpoT2h%2b5fe7wg9gAMvU5KOcmkHJDfZcIaCB0pLq 

・商標編 最新版 

 

https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/View/Course/P_coseview.aspx?JoqiTZZ2DWEYvYIe40bgoa

PNpjpoT2h%2b5fe7wg9gAMtlYvORdBBlvaOw2xQyy4id 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】「2021 年度特許情報分析支援事業」第 2 回公募受付を開始しました（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許情報を経営や事業戦略に生かすビジョンをお持ちの中堅・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」の段階に応じた包括的な特 

許情報分析、先行技術調査等を行い、新分野への進出や、研究開発戦略等の企業 

の事業戦略への知財情報の活用を支援します。 

 

今後の特許情報分析支援公募予定（公募制、無料） 

・第２回公募： 7/ 5（月）～ 8/ 6（金） 



・第３回公募： 8/23（月）～ 9/17（金） 

・第４回公募： 9/27（月）～10/29（金） 

 

○申込手続等に関するお問い合わせ 

 一般社団法人発明推進協会 

  Tel ：03-3502-5448 

  Mail：info@application.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/katsuyo/patent_analyses/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】「第 40 回 知的財産管理技能検定」申込み受付中（知的財産教育協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

世界経済が第 4 次産業革命の真っ只中にある今、技術をはじめ、コンテンツ・デ 

ザイン・ブランドといった「知的財産」をいかにマネジメントするかがビジネス 

の鍵となっています。 

知的財産管理技能検定は、 知財マネジメントに関する技能の習得レベルを公的に 

証明するための国家試験です。 

合格者には「知的財産管理技能士」という国家資格が与えられます。 

 

・試験実施日：11/ 7（日） 

・申込締切 ： 9/28（火） 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

http://www.kentei-info-ip-edu.org/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】「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（特許、 

実用新案、意匠、商標）」（二次募集）の募集のご案内（鳥取県産業振興機構） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

鳥取県産業振興機構では、中小企業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、外国出願にかかる費用の半額 

を助成しています。 

 

・申請期間：7/1（木）～8/20（金）17 時まで 

 

▽補助金対象の詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.toriton.or.jp/seminar_detail.php?id=600 

 

同時に、鳥取県産業振興機構では「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（ＰＣＴ特許出願、国際商標出願）」も募集しています。併 

せてご検討ください。 

https://www.toriton.or.jp/seminar_detail.php?id=601 



 

■…━…━…━…━…━…━…━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ウェブサイトのイベ 

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ウェブサイト イベントカレンダー▽ 

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

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【７】中小企業のための海外ビジネスと知財対策（ジェトロ松江、出雲市） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

コロナ禍により、オンライン展示会や EC サイトを通じた海外販路開拓を行う企業 

が増えていますが、事前の知的財産の保護対策が不十分だと、オンライン上に公 

表した製品の商標や意匠が第三者に無断で出願されたり、特許出願の権利を失っ 

たりする可能性もあります。 本セミナーでは、海外販路開拓を考える中小企業の 

ために、知的財産の基礎知識および失敗事例から気をつけるべき知財リスクと対 

策方法について解説します。 

セミナー前後に、ご訪問またはジェトロ松江での個別支援対応（最大 2 件、現在課 

題に直面している企業様向け）および会場での個別相談会（30 分／社×3 コマ）を 

行いますので、併せてご検討ください。 

 

開催日時：7/30（金）14:00～17:15 

場所  ：出雲市役所 5 階 入札室 

講師  ：INPIT 海外知的財産プロデューサー 久永 道夫 氏 

参加費 ：無料 

申込締切：7/15（木）17:00 まで 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jetro.go.jp/events/mat/28e1f4ac13435d76.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【８】｢新入社員・担当者向け知的財産セミナー｣のご案内 

   （山口県発明協会、(有)山口ティー・エル・オー） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

昨年度も好評でした新入社員や新任の担当者等の方を対象に、開発や企画、営業 

等に役立つ基礎的な知的財産の知識修得を目的としたセミナーを開催します。 

セミナーでは、知的財産の基礎から、特許等取得のノウハウ、更にその活用まで 

多くの事例を交えた分かりやすい内容となっています。 

今や会社にとっても、あなたにとっても、知的財産の知識は不可欠です。 

多くの皆様からのお申し込みをお待ちしています。 

 

場所  ：山口県セミナーパーク  

開催日時：7/30（金）13:30～16:30  

講師  ：山口大学知的財産センター  



        知財教育・普及部門准教授 陳内 秀樹 氏 

受講料 ：山口県発明協会会員及び山口ＴＬＯ会員 無料 

     一般 ３,０００円／人（税込） 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://yiii.or.jp/archives/news/%e6%96%b0%e5%85%a5%e7%a4%be%e5%93%a1%e3%83%bb%e6%8b%85%

e5%bd%93%e8%80%85%e5%90%91%e3%81%91%e7%9f%a5%e7%9a%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%82%bb%e3%83%9

f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85  

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

【９】【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。） 

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

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「大昔のテレビゲーム」             ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 舩曵 崇章         ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 私がまだ幼い頃、出始めたばかりの家庭用ゲーム機が、我が家にやってきまし 

た。テレビゲーム機と言っても、黎明期のものですから、黒い背景に白い点や線 

を用いた単純なものでした。ボールを扱うゲームのテニス、サッカー、ホッケー 

などは、ゴールの幅やボールの大きさが、かろうじて違うだけでした。対戦型以 

外に、壁打ちテニスがあり、一人でも遊ぶことがありましたが、単純ですぐに飽 

きてしまいました。 

 ゲーム機が我が家に来た時、ライフルの形をしたおもちゃがついていました。 

幼かった私は、少し物怖じしてしまい、遊んだことはありませんでした。しかし 

思い立ってのある日、恐る恐るスタートボタンを押してみました。「あれ、何も 

うつらないな」としばらく真っ暗なブラウン管を見ていると、急に画面の左から 

右に猛スピードの白い何かが見えました。そしてまたふいに今度は違う方向から 

白い何かがさっと流れて消えました。まるで流れ星のようです。その瞬間に「お 

おーっ」と叫び、ライフルを構えて、白い光を待ちました。そこまでの動作は、 

本能的に反応したと思います。そして、次の白い光を打ちました。しかし、ライ 

フルからは何か出た様子がありません、当然に当たったという感触もありません。 

何度もライフルのトリガーを引いて打ち続けていると、突然、画面に大きく「１」 

という表示が出ました。当たったようです。「えっっスゴイ！！！」当たった瞬 

間、気持ちが昂ったことを今でも鮮明に覚えています。ライフルの銃口側で、画 

面の白い光を感知していると直感的にわかったからです。ライフルから発射した 



弾を的にあてるのではなく、的側の白い光をライフル側で感知するという逆の手 

法に、感激したのでした。それから、自宅に遊びにくる友だちに、この凄さを熱 

弁していましたが、ゲームに夢中で誰も興味を持って聞いてくれませんでした。 

 さて、弁理士になってまもなく、名著で知られる元特許庁審査官のセミナーを 

受講した時のことです。セミナーのテーマは「審査官は進歩性をどう判断するか」 

だったように思います。やがてセミナーが終わり、質疑応答の時間、「特許庁在 

職中の審査で、最も印象に残っている発明は何ですか？」という質問があり、な 

んと、あの私の知っているクレー射撃ゲームの発明をあげたのです。「テレビ画 

面から放射された光を銃側で検知するなんて、これぞ逆転の発想。担当した審査 

の中で最も記憶に残っている一番の発明だ」とお話しされました。その言葉を聞 

いた時の私の驚きは言うまでもありません。３０年以上前の感激がフラッシュバ 

ックされ、ここにいることの必然を感じずにはいられませんでした。 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【１０】～知らないうちに権利侵害？著作権の基本について～ 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

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、著作権についてご紹介します。 

登録しなくても自動的に発生するという大きな特徴がある著作権。 

スマートフォンの普及やインターネットの発達に伴い著作権の発生する著作物は 

身近に氾濫し、その利用も容易になっています。 

最も身近な知的財産である著作権の基本を解説いたします。 

 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/117/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１１】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○J-PlatPat 全サービスを停止させて頂きます。 

 7/16(金)21:00～7/19(月)9:00 

○特許・実用新案の文献表示機能、CSV 出力の一部機能を停止させていただきま 

す。 

 7/22(木)9:00～7/24(土)12:00 

 ※特許実用新案の CSV 出力において、要約を含めての出力が不可となります。 

 

停止予定日時は変更になることもありますのでご注意願います。 

 

 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

 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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