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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】～本年度の知的財産推進計画が決定しました！～ 

 知的財産推進計画２０２１について（政府） 

【２】～特許行政年次報告書 2021 年版を取りまとめました！～ 

「特許行政年次報告書 2021 年版」のご案内（特許庁） 

【３】～グローバル知財マネジメント人材育成教材を改訂しました！～ 

「グローバル知財マネジメント人材育成教材」改訂について（INPIT） 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■ 

【４】～特許審査基準や特許調査の戦略的な調査手法等に関する講義です！～ 

 令和 3 年度 「特許調査実践研修」 受講者の募集について 

  （INPIT、大阪工業大学） 

【５】～海外における模倣品対策について学んでみませんか？～ 

「特許庁補助金事業 中小企業のための海外模倣品・侵害対策セミナー」 

  のご案内（特許庁・ジェトロ） 

【６】～知っているようで知らない？医薬品とそれを巡る知的財産～ 

「知的財産セミナー『医薬品と知的財産』」開催のご案内（鳥取大学） 

【７】～著作権について学びたい方、興味のある方が対象です～ 

「令和３年度著作権セミナー」について（文化庁、鳥取県） 

【８】～特許情報を効果的に検索する！実践的な力を身につけませんか？～ 

「J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）操作方法実務講習会 米子会場」 

   参加者募集について（INPIT 鳥取県） 

【９】～知財に関する３日間で１コース完結の少人数制セミナーです！～ 

「岡山知財塾《初級編》」の受講者を募集します！（岡山県、岡山県発明協会） 

【１０】～膨大な特許情報を有効活用したい！と思っている方にお薦めです！～ 

「【知財調査】J-PlatPat 検索入門」のご案内（INPIT 広島） 

【１１】～新入社員や新任の担当者等の方に最適な好評のセミナーです！～ 

「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） 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

【１２】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「革新特許」 

    日本弁理士会中国会 弁理士 大西 渉 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【１３】～ビジネス活動と著作権～ 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

【１４】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２．内 容 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】知的財産推進計画２０２１について（政府） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

政府は知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進す 

るため、平成１５年３月、内閣に知的財産戦略本部を設置し毎年度「知的財産推 

進計画」を公表しています。 

今年度計画のタイトルは「コロナ後のデジタル・グリーン競争を勝ち抜く無形資 

産強化戦略」です。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「特許行政年次報告書 2021 年版」のご案内（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本報告書は、知的財産制度に関心を持ち理解を深めていただくために、知的財産 

をめぐる国内外の動向と特許庁における取組について取りまとめたものです。 

冒頭特集では、“ニューノーマル”を創る人々を取材し、製品やサービスの内容 

と誕生のストーリーを紐解くとともに、それを支える知的財産権の保護への取り 

組みについて紹介しています。 

 

別冊の〈統計・資料編〉においては、本報告書中の図表等の基礎となる統計情報 

を含め、知的財産に関する各種統計・資料を紹介しています。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】「グローバル知財マネジメント人材育成教材」改訂について（INPIT） 

 この度、INPIT では、海外展開を進めてきた中小企業で実際に起こった事例を 

もとにケース化した、誰でもダウンロードできる教材（講師用、受講生用）であ 

る、グローバル知財マネジメント人材育成教材を改訂しました。各種現行の法改 

正等を反映し、また、相関図、フロー図などを取り入れ、より理解しやすい教材 

となっています。 

 

改訂した教材は、以下の通りです。 

・ケーススタディ集 

・研修テキスト 

・ブックレット・ティーチングノート 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/global/global_material.html 

■…━…━…━…━…━…━…━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 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】令和 3 年度 「特許調査実践研修」 受講者の募集について 

  （INPIT、大阪工業大学） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

INPIT（インピット）は、大阪工業大学と共催し、特許調査実践研修をオンライン 

で開催します。 

本研修では、特許出願前から特許取得、権利活用に至るまでに必要となる効率的な 

特許調査の手法や、特許審査基準に基づいた特許性判断について、講義だけではな 

く、実習、グループディスカッションを通じて学習していただけます。 

さらに、研修内容や日常業務の特許調査などについて、特許審査官 OB である研修講 

師に個別に相談して頂ける「お悩み相談室」を設け、しっかりとフォローアップさ 

せて頂きます。 

特許調査について理解を深めるとともに、お悩み相談室をご活用下さい！ 

 

・研修期間： 9/1（水）～ 9/ 3（金）（3 日間） 

・定  員：30 名(先着順) 

・募集期間： 7/2（金）～ 7/27（火）17 時 

・受 講 料：36,600 円（消費税込）  

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jissen/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】「特許庁補助金事業 中小企業のための海外模倣品・侵害対策セミナー」 

  のご案内（特許庁・ジェトロ） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

ジェトロ知的財産課では、「特許庁補助金事業 中小企業のための海外模倣品・侵 

害対策セミナー」を実施します。 

日本企業の海外ビジネスが活発になる中、中小企業にとっても、知的財産が侵害さ 

れるリスクがあり、適切な対策を講じることが重要となってきています。 

 

そこで、過去に本支援事業を利用するなどにより、海外における模倣品対策に取り 

組んでいる企業の方の経験を話して頂きます。また、海外における侵害対策に精通 

している専門家より、中国における侵害の実態や各種係争に関する手続きの内容・ 

流れについて話して頂きます。 

 

・日  時： 8/6（金）14：00～16：10 

・開催方法：Zoom によるオンライン配信 

・定  員：450 名 ※定員に達し次第締切 



・参加費 ：無料 

 

▽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/iia/ab5031e211dd5018.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】「知的財産セミナー『医薬品と知的財産』」開催のご案内（鳥取大学） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

鳥取大学研究推進機構では、知的財産の意識と知識をより深めていただくことを目 

的として、最近の話題や関心事項をテーマに経験豊かな講師による知的財産のセミ 

ナーを開催しております。 

2021 年度の知的財産セミナー第 1 弾として、医薬品開発のリスクとコスト、ジェネ 

リック問題、そして直近の最大関心事項であるコロナウイルス治療薬について、医 

薬研究所長や医薬事業分社化後取締役を歴任してきた鳥取大学客員教授が、研究開 

発と知的財産の両面からわかりやすくお話します。 

 

・日  時：7/27（火）10：30～12：00 

・講  演：『医薬品と知的財産』 

      ～知っているようで知らない医薬品とそれを巡る知的財産について～  

  ※本セミナーは、鳥取大学全学共通科目「知的財産法」講義を 

   公開授業講座として開催しております。 

・講  師：鳥取大学客員教授／(株)ニイタカ 技術顧問 辻 尚志 氏 

・開催方法：Zoom によるオンライン配信 

・参加費 ：無料 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://s.orip.tottori-u.ac.jp/wp-content/themes/ORIP_/file/chitekizaisan.pdf 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【７】「令和３年度著作権セミナー」について（文化庁、鳥取県） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

著作権について学びたい方、興味のある方を対象に、オンラインで 

「著作権セミナー（鳥取県）」を開催します。 

 

・日  時：8/4（水）13：30～15：30 

・開催方法：Cisco Webex Meeting によるオンライン配信 

・定  員：100 名 

・申込締切：7/30（金）17 時 ※定員に達し次第締切 

・受講料 ：無料 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tottori/news/cat1499/84.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【８】「J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）操作方法実務講習会 米子会場」 



    参加者募集について（INPIT 鳥取県） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本講習会では、J-PlatPat を利用したことがあり、特許情報を効果的に検索された 

い方を対象に、１人１台のタブレットを使用して操作方法をわかりやすく説明し 

ます。 

また、先行技術調査の方法やキーワードによる検索方法を習得していただくこと 

ができ、検索実習することで、実践的な力も身につけることができます。 

 

・開催日時：8/24（火）13:30～15:30（受付 13：00～） 

・会   場：米子コンベンションセンター 

・定  員：10 名 ※定員に達し次第締切 

・申込締切：8/17（火） 

・参加費 ：無料 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tottori/news/cat1624/j-platpat_2.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【９】「岡山知財塾《初級編》」の受講者を募集します！ 

  （岡山県、岡山県発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

知的財産の基礎知識や、特許の取得・管理方法、企業経営における知財活動の重 

要性について、事例紹介や質疑応答を交えながら、初心者の方にも分かり易く解 

説する、３日間で１コース完結の少人数制セミナーです。知的財産を学ぶ学習ツ 

ールとして活用できる動画「もうけの花道」や知的財産管理技能検定の過去問題 

など、実践で役立つ教材も取り入れています。 

※今年度は今回１回限りの開催となりますのでご注意ください。 

 

・開催日時（各回とも 13:00～16:30）/講師 

 8/17（火）特許業務法人せとうち国際特許事務所 弁理士 伊藤 俊一郎 氏 

 8/24（火）森特許事務所 弁理士 田中 秀明 氏 

 8/31（火）クレッシェンド特許総合事務所 弁理士 黒住 智彦 氏 

・会 場：テクノサポート岡山 

・定 員：15 名 ※定員になり次第締め切り 

・受講料：無料 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/okayama/news/post_32.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１０】「【知財調査】J-PlatPat 検索入門」のご案内（INPIT 広島） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本セミナーでは J-PlatPat を活用して、特許情報を効果的に検索、閲覧するため 

の操作方法をわかりやすく説明し、１人１台のパソコンを使用した検索実習で実 



践的なキーワードによる検索方法を習得していただけます。また、セミナー終了 

後には、希望者に個別相談も予定しています。 

 

・開催日時： 

  8/20（金）14:00～16:00【基礎知識・特許・実用新案編】申込締切：8/13（金）  

  9/15（水）14:00～15:45【基礎知識・意匠・商標編】   申込締切：9/ 8（水）  

・場  所：合人社ウェンディひと・まちプラザ 

・定  員：15 名 ※定員になり次第締め切り 

・参加費 ：無料 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji16376.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１１】「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。 

 

・開催日時：7/30 (金) 13:30～16:30 

・場 所 ：山口県セミナーパーク 

・定 員 ：30 名程度 

・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/semi20210701 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１２】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「革新特許」 

    日本弁理士会中国会  弁理士 大西 渉 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 皆さんは、革新特許制度をご存じですか？これは、オーストラリアにおけるイ 

ノベーション特許（innovation patent）という制度で、日本の実用新案に対応す 

る制度なんです。日本語に訳すと革新特許ですね。皆さんは、”革新特許”とい 

う表題を見たとき、最初どう思われましたか？私は、「オーストラリアって、通 

常の特許よりもすごい発明を保護する規定があるのかな？」と思ってしまいまし 

た（笑）。この制度の登録基準は、皆さんがよく目にする「進歩性（inventive  

step）」ではなく「革新性（innovative step）」で判断すると規定され、革新性 



は、進歩性よりも緩和された要件になっています。でも、日本語で見比べると、 

「革新」した特許の方が「進歩」した特許よりも大発明を扱っているように感じ 

られませんか？ 

 しかしこの制度、オーストラリアにおいて２０００年に導入されたものの、既 

に段階的な廃止が決定されており、今年の８月２６日以降、新規の出願ができな 

くなります。廃止の理由としては、革新性基準が低くて出願し易い一方で無効化 

が極端に困難であり、これに乗じて権利者有利の戦略的な利用が多数行われてい 

ること、また、補正できる期間が長くて権利範囲が登録後に変動し得るので法的 

に不安定であるなど、第三者の監視負担が高く、権利者に非常に有利な制度にな 

ってしまっていたことなどが挙げられています。 

 一方、我が国の実用新案制度ですが、無審査で登録されるものの、訂正の回数 

や内容に制限がかけられ、また、権利行使の際には、技術評価書を得てから警告 

を行う必要があるなど、オーストラリアの制度に比べると第三者に配慮した制度 

になっているのかなと思います。 

 また、その他の国を見てみると、オーストラリアのように、日本の実用新案と 

は異なる特有の内容を含む実用新案を採用している国があります。例えば、中国 

では、同一の発明であれば特許出願と実用新案の両方を同日に出願できるように 

なっています。そうすることで、発明を特許で保護しようとする場合において、 

特許権を取得するまでの期間を実用新案で保護できるようになり、特許権を取得 

できなかった場合であっても実用新案権で自社の製品等を保護することができる 

ようになります。 

 このように見ていくと、特許制度よりも実用新案制度の方が、その国々で特色 

が出ているような気がしますね。 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【１３】～ビジネス活動と著作権～ 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

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」！ 

 

前回に引き続き著作権について、 

私的使用だから大丈夫！引用だから大丈夫と簡単に考えてはいませんか？ 

ビジネス活動と密接な関係にある著作権についての注意点を知っておきましょう！ 

 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/118/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１４】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○メンテナンス等のため、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。 

○メンテナンス等のため、特許・実用新案の検索機能を停止させて頂きます。 



 7/31 (土)9:00～8/2 (月) 9:00 

 

 メンテナンスの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。 

 

 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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