
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 

■  中国地域知的財産戦略本部メールマガジン 第４６２号 (2021.9.15)     ■ 

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 

１．目 次 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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【７】「２０２１知財ビジネスマッチング会 in とっとり」（ＷＥＢ開催）参加者 

   募集中！（鳥取県産業振興機構） 

【８】「ひろしま知財塾（初級編・秋コース）」ハイブリッド開催のお知らせ 

   （広島県発明協会） 

【９】「特許情報活用セミナー（全３回シリーズ）」のお知らせ（INPIT） 

【１０】「（初級）知的財産権研修」のお知らせ（INPIT） 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

【１１】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

    「発明者の表示」 

      日本弁理士会中国会 弁理士 中野 圭二 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【１２】～知財をアニメで学べます～ 

     今回のピックアップ動画は「特許出願を審査請求する時の落とし穴」 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１３】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

【１４】■再掲情報■ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】[鳥取・三次募集]「令和３年度 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）」募集のお知らせ（鳥取県産業振興機構） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

鳥取県産業振興機構では、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（特許、実用新案、意匠、商標）にかかる費用の半額を助成しています。 

 

・申請期間：9/8（水）～10/22（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=641 

 

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=640 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】[山口・第２回]「令和３年度中小企業等外国出願支援事業」募集の 

   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、特許庁の事業を活用して、県内中小企業の知的財産 

権を活用した海外での戦略的な事業展開を支援するため、外国出願に要する経費 

の一部を助成します。 

 

・申請期間：9/9（木）～10/8（金）17 時まで 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://yipf.or.jp/subsidy/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%ad%e5%b0%

8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%ad%89%e5%a4%96%e5%9b%bd%e5%87%ba%e9%a1%98%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%b

a%8b%e6%a5%ad%e3%80%80%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%9b%9e/?e=contents 

 

同時に、やまぐち産業振興財団では、県内中小企業者の知的財産権を活用した 

戦略的な事業展開を支援するため、国内出願に要する経費の一部を助成する 

「やまぐち知的財産活用支援助成金（第２回募集）」も募集しています。 

併せてご検討ください。 

https://yipf.or.jp/subsidy/%e3%82%84%e3%81%be%e3%81%90%e3%81%a1%e7%9f%a5%e7%9a%84%e8%b2%

a1%e7%94%a3%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91-%e7%ac%ac%ef%

bc%92%e5%9b%9e%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ae%e3%81%8a/?e=contents 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】（10/1 開始予定）銀行振込による予納が可能となります（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

銀行振込による予納（現金納付）が始まります（10 月 1 日開始予定）。 

 

特許印紙による予納についても、引き続きご利用可能ですが、一定期間ののち 

（２年程度を想定）、特許印紙による予納から銀行振込による予納（現金納付） 

への一本化を想定しております。 

 

なお、予納制度は存続しますので、既に入金済の予納残高、特許印紙による予納 

の廃止前に入金した残高及び予納台帳についても引き続きご利用可能です。 

 

▽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/process/tesuryo/yono.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】『藤原麻里菜さんが解説！「無駄づくり」を通した発明』を「IP ePlat」 

   （e ラーニング）にて配信中！（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「無駄づくり」で人気の藤原麻里菜さんに「発明」について解説いただいた 

『藤原麻里菜さんが解説！「無駄づくり」を通した発明』を IP ePlat にて配信 

中です。 

 

この藤原麻里菜さんの解説コンテンツは、学生向けのパテントコンテスト・デザ 

インパテントコンテストへの応募促進として作成していますが、「発明」を行う 

うえで、どのように考えれば良いのか、具体的な発想法、アイデアを形にする方 

法について解説されており、学生以外の方へもおすすめです。是非ご視聴くださ 

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/about/topic/info_20210831.html 

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

【５】「日系企業における営業秘密漏えい対策支援事業」のご案内（JETRO） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

中国、タイ、ベトナム、シンガポールにおける営業秘密漏えい防止対策の導入を 

支援します。 

具体的な支援内容については、ジェトロおよび専門家と相談の上、ご要望に応じた 

メニューをカスタマイズして提供いたします。 

 

・応募受付：現在応募受付中。 

      ※中国、タイ、ベトナム、シンガポールの 4 カ国で採択件数が計 40 件  

       程度に達するまで受付します。 

・費  用：無料 

・支援期間：採択後から 2022/2/18（金）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/services/ip_service_prevent.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】任期付職員（商標審査官（補））の採用について（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁では、民間企業、法律事務所又は特許事務所において、法務一般に関する 

業務の経験を有する社会人の方を対象に、任期付商標審査官（補）の募集を行い 

ます。 

・募集期間：10/1（金）～11/5（金） 

 

▽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/saiyo/other/ninkitsuki-shohyo/index.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 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 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【７】「２０２１知財ビジネスマッチング会 in とっとり」（ＷＥＢ開催）参加者 

    募集中！（鳥取県産業振興機構） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「開放特許」を活用して、新しい製品づくりや既存製品の付加価値向上に役立てて 

みませんか？ 

今回も HP 上で開放特許の紹介動画等を掲載し、個別面談会はＷＥＢ会議で行います。 

鳥取県において、第 8 回目の開催となる 2021 知財ビジネスマッチング会にぜひ 

お申し込みください。  

 

【個別面談会】 

募集期間：9/30（木）17:00 まで  

     ※後日、面談日、面談時間の調整を行います。 

面談期間：10/11（月）～12/3（金） 

面談方法：ZOOM 等を使用して WEB 会議で実施 

面談場所：(1)東部ＷＥＢ会場：機構 本部 会議室 （鳥取市若葉台南 7-5-1） 

     (2)西部ＷＥＢ会場：機構 西部センター 会議室 （米子市日下１２４７） 

     (3)自社からＷＥＢ会議で参加  

面談時間：県内企業様１社あたり３０分程度 

 

【開放特許の紹介企業】今年は８社が参加 

(株)イトーキ、ウシオ電機(株)、カゴメ(株)、キユーピー(株)、日産自動車(株)、 

パナソニック(株)、富士通(株)、(株)ミツトヨ 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://tottorichizai.com/business_matching/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【８】「ひろしま知財塾（初級編・秋コース）」ハイブリッド開催のお知らせ 

   （広島県発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「ひろしま知財塾」は、少人数ゼミ形式で進行し、受講者・講師がキャッチボー 

ル形式で問題に取り組む知財セミナーです。 

初級編では、知財初心者を対象に、企業での知財活動の意味をご理解して頂くと 

共に、優れた知財担当者等になって頂くため、重要なポイントに絞った内容を 

学んで頂きます。ぜひ、４回続けての受講をお薦めします。特に、第１回は、 



知財を学ぶ上で「基礎」となる考え方を学んで頂きますので、ぜひご参加くだ 

さい。 

なお、今年度福山地区でのひろしま知財塾初級編は開催いたしません。 

 

内容・日時：第 1 回 企業と知財 10/6  （水） 13：30～16:30 

      第 2 回 特許    11/10 （水） 13：30～16:30 

      第 3 回 意匠    12/8 （水） 13：30～16:30 

      第 4 回 商標    1/12  （水） 13：30～16:30 

参加方法：「会場」または「オンライン」よりお選びください。 

       「会場」 発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町 3-13-11） 

       「オンライン」 Zoom ミーティングによるライブ配信 

対 象 者：知財初心者（技術者、新入社員、知財兼任者等） 

募集人数：各回 10 名程度 

受 講 料：会員  5,500 円（税込）/1 回 、4 回受講 18,700 円（税込）/4 回 

     一般 11,000 円（税込）/1 回 、4 回受講 37,400 円（税込）/4 回 

講   師：特許業務法人 前田特許事務所 弁理士 大石 憲一 氏 

 

▽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/kiji16571.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【９】「特許情報活用セミナー（全３回シリーズ）」のお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許情報活用セミナーでは、本年度全３回のカリキュラムを通じて、経営戦略・ 

事業戦略に知財情報の分析結果を活用する取り組みとして、今話題のＩＰランド 

スケープの考え方を交えながら、特許情報とはそもそも何か、何にどのように 

役立つのか、また、実際に自ら取り組むためのポイントまでを解説させていただ 

きます。 

 

第１回となる本セミナーでは、ビジネスデータの一環としての特許情報の意義や 

位置付け、マーケットとの関わりなど、特許情報そのものの理解とその活用場面を、 

事例を元に分かり易く解説いたします。知的財産活動に取り組んだことの無い方に 

も役立てていただける内容です。ぜひこの機会にご参加ください。 

（第 2 回、第 3 回の開催内容については、順次公開予定です。） 

 

【第１回】 

・開催日時：9/30（木）13:45～16:30（13:30～配信開始） 

・開催方法：ライブ配信による Web セミナー 

      （Microsoft Teams のライブイベント機能を使用予定） 

・テーマ ：中小企業のための知財情報を活用したビジネス戦略 

      ～IP ランドスケープ入門 

・講  師：杉光 一成 氏 

      金沢工業大学大学院 イノベーションマネジメント研究科 教授 



・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.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/piu_seminar.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１０】「（初級）知的財産権研修」のお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

INPIT（インピット）では、政府関係機関や地方自治体、研究機関等において 

知的財産に関連する業務に従事する職員など（特に知財初学者）を対象とした 

（初級）知的財産権研修を開催いたします。 

 

今年度の研修は、遠方の皆様にも受講して頂きやすいようにオンラインにて開催 

するほか、お忙しい方にも学習しやすいように、一部のカリキュラムをオンデマ 

ンドにて提供いたします。 

 

・研修期間：11/9（火）～ 11/11（木）（3 日間） 

       （必須科目のみ受講の場合は 11/9（火）～11/10（水）（2 日間）） 

・開催形態：オンライン（Zoom 使用予定） 

・受 講 料：選択科目を含む全科目 9,300 円（消費税込） 

            必須科目のみ 8,300 円（消費税込） 

・募集締切：10/4（月）15 時まで 

               

▽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/gyosei/syo/index.html 

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

【１１】【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。） 

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

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「発明者の表示」                ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 中野 圭二         ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

最近、ＡＩ（人工知能）の名前を発明者の欄に記載した特許出願が各国に出されて 

話題になっています。米国や欧州ではＡＩを発明者として認めないとの判断がされ 

ていますが、オーストラリアでは地裁の判決ですがＡＩを発明者として認めるとの 



判断が下されました。 

日本では、特許法で願書に発明者の氏名の記載が求められていることなどから、 

発明者は自然人に限られると解されています。ＡＩが発明者になれるかどうかは別 

として、特許発明において誰が発明者になるかはとても重要なことです。なぜなら、 

発明が完成したときに、その発明について特許を受ける権利は発明者に帰属している 

からです。企業が特許出願をするときは、発明者から特許を受ける権利を譲り受けて 

出願することになります。もし、発明者と思っていた方が真の発明者でない場合は、 

その方には特許を受ける権利が発生しませんので、企業にも特許を受ける権利が譲渡 

されていないことになります。 

特許法には発明者の定義はありませんが、発明者とは、発明の創作行為に現実に加担 

した者だけを指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者あるいは単に命令を下した 

者は、発明者とはならないと解されています。たまに発明者に関する紛争もあります 

ので、発明者の表示にも気を付けるようにしましょう。 

 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【１２】～知財をアニメで学べます～ 

     今回のピックアップ動画は「特許出願を審査請求する時の落とし穴」 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

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、知らなきゃ損する知財の盲点をアニメで学べる「もうけの落とし穴」 

のコーナーから、「特許出願を審査請求する時の落とし穴」を紹介します。 

 

日本の特許制度は、出願しただけでは審査されず、出願とは別に審査請求手続き 

をしなければなりません。審査請求は、出願から３年以内であればいつでも請求 

可能ですが、「いつ」審査請求すべきか、迷った経験はありませんか？ 

何を勘案して判断すべきか、この動画で理解を深めましょう。 

 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/67/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１３】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

以下の期間はメンテナンス等のため、J-PlatPat 全サービスを停止させて頂きます。 

9/24（金）21:00 ～ 9/27（月）7:00 

 

また、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。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１４】■再掲情報■ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■令和３年８月１１日からの大雨による災害の影響を受けた手続の取扱いに 

ついて（特許庁） 



https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuduki-20210811.html 

■「知的財産管理の業務マニュアル作成術」のご案内（広島県発明協会） 

https://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji16424.html 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 
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