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【８】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「商品開発の成功の要件としての知財」 
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【９】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 
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２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】特許庁関係手続における押印の見直しについて（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後 

急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的として、 

経済産業省特許庁では、令和 2 年 7 月 17 日に閣議決定された「規制改革実施計画」 

に基づき、これまで法令等により国民や事業者等に対して押印を求めていた手続 

についての見直しの検討を行ってきました。 

検討結果を踏まえ、令和 2 年 12 月 28 日、一部の手続を除き押印が不要となりまし 

た。 

10 月 29 日、特許登録令を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係 

政令の一部を改正する政令」及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」 

が公布され、令和 3 年 6 月 12 日以降に特許庁に提出する書面において、新たに一部 

の手続の押印が不要となりますのでお知らせします。 

 

▽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/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド」について（特許庁） 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁では、2021 年 10 月に、具体的な事例を基に意匠制度の活用方法を紹介し 

た冊子「事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド」の最新第 5 版を発行しました。 

本書では、「Chapter1 意匠制度の基本」を令和元年意匠法改正に対応した内容に 

修正しています。 

掲載事例を参考にしていただき、新たなデザイン、ビジネス、イノベーションに 

挑戦する際のヒントにしていただければ幸いです。 

 

▽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/design/gaiyo/info/2907_jirei_katsuyou.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】伴走支援プログラム「I-OPEN PROJECT 21」参加者募集について（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「I-OPEN PROJECT 21」では、誰かの助けになりたい、社会をより良くしたい、 

そんな想いと創造力から生まれる知的財産をいかして、未来を切りひらく人々を 

支援していきます。 

この度、知財を活用して未来を切りひらく次世代のリーダー「I-OPENER」と 

その活動を伴走支援するサポーター「SUPPORTER」の専門家を募集します。 

 

○「I-OPENER 募集」では、社会課題を解決しようとして活動している方 

（中堅企業、中小企業、スタートアップ企業、非営利法人や個人事業主等、法 

人格は問いません）を募集します。 

あなたのアイディアや創造性を知財化して、事業に展開していくことをサポート 

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/introduction/soshiki/design_keiei/i-open/application.html 

 

○「SUPPORTER 募集」では、社会課題解決に取り組んでいるスタートアップ 

企業、非営利法人や個人事業主をメンタリングを通した伴走支援でサポート 

する、社会課題の解決にむけた知見を持つ専門家のみなさま、人々の創造力を 

支援する知的財産の専門家のみなさまを募集します。 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/i-open/application.html#entry-

supporter 

■…━…━…━…━…━…━…━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 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】「信州大学知的財産シンポジウム 2021」開催のお知らせ（信州大学） 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

DX という改革を推進するためには、多様な主体が連携して研究や教育を進めて 

いくこと、多様な技術・知財やデータを組み合わせることが必要となります。 

本シンポジウムでは、冒頭に、岩崎特許技監より基調講演にて DX 時代における 

特許庁の取組についてご紹介いただきます。 

続いて、大学において DX を進めていく際に生じるイシューを信州大学から研究、 

教育の観点で提起し、事業会社、法律、政府及び自治体の専門家の方々にそれぞ 

れのお立場からお答えいただき、多様なステークホルダーと連携して継続的な 

事業化を目指す際の今後の道筋について議論を深めます。 

大学関係者だけでなく、産学官連携や知的財産活動に携わられる方々に幅広く 

ご参加いただきたく思います。多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

○日時  ：12/3（金）14:40～18:00 

○開催形態：オンライン（Zoom ウェビナー）参加費無料 

○対象  ：DX や知的財産にご興味のある方ならどなたでもご参加いただけます。 

○主催  ：信州大学 学術研究・産学官連携推進機構 

○後援  ：関東経済産業局、長野県、独立行政法人工業所有権情報・研修館、 

      長野商工会議所、一般社団法人長野県発明協会、日本弁理士会東海会 

     （予定含む） 

○お問合せ先：信州大学 学術研究・産学官連携推進機構 知的財産・ベンチャー支援室 

       TEL：0263-37-2074 E-Mail：chizai@shinshu-u.ac.jp 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

（イベント案内 HP） 

https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suirlo/topics/topics-property/post-101.html 

（チラシ） 

https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suirlo/docs/211203_chizaiseminar_flyer.pdf 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】「J-PlatPat 操作方法講習会」参加者募集について 

   （ＩＮＰＩＴ鳥取県知財総合支援窓口） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

INPIT 鳥取県知財総合支援窓口では、J-PlatPat の利用方法を広く紹介し特許情報 

の活用の促進を図ることを目的として、ご希望にあった講習内容と日時で講習会を 

開催いたします。 

ＰＣやタブレット等をお持ちでない方もお申込みいただけますので、この機会に 

是非お申し込みください。 

 

○開催期間：11/1（月）～12/24（金） 

○対   象：鳥取県内にお住まい又はお勤めの方 

○参加費 ：無料 

○定員  ：10 名程度（定員となり次第、締め切り） 

○申込締切：12/10（金） 



 

▽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_3.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】【ミニ勉強会】「契約のイ・ロ・ハ～共同開発契約～」開催のお知らせ 

   （ＩＮＰＩＴ広島県知財総合支援窓口） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

事業には『契約』がつきものです。 

たとえば、情報を開示する前には「秘密保持契約」、ほかの企業等と共同で研究 

開発を行う場合は「共同開発契約」を結んでおくことが重要です。 

本セミナーでは、こういった契約を分かりやすくご説明いたします。 

契約書のイロハを勉強しませんか！ 

 

○開催日時：11/24（水） 13:30～14:30 

○開催方法：オンライン（Zoom ウェビナーによるライブ配信） 

○参加費 ：無料 

○定員  ：15 名 

○申込締切：11/16（火） 

 

▽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/kiji16332.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【７】「知的財産判例セミナー第 15 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） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「ボールスプライン」最高裁判決では、特許権の均等侵害が成立するための 5 つ 

の要件が明示され、その 19 年後には、再び最高裁が「マキサカルシトール事件」 

で均等侵害の成立要件について検討を加えています。 

本セミナーでは、この二つの最高裁判決によって均等侵害の成立要件がどのよう 

に整理され、あるいは変容したのかについて検討します。 

 

日時   ：11/19（金） 16:10～17:40 

場所   ：オンラインによる開催  ※申込み後ご招待 

登壇者  ：早稲田大学法学部教授 高林 龍（たかばやし りゅう）氏 

参加費  ：無料 

申込締切 ：11/18（木） 

 

▽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=5157 

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

【８】【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。） 

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

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「商品開発の成功の要件としての知財」      ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 保坂幸男        ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

大企業とも競合する中堅企業で長年、主としてＲ＆Ｄ、商品開発及び知財を担当 

していた中で大企業に対抗する商品開発の成功の要件を体得した。 

それは、商品開発の成功のためには下記の連立方程式を満たすことが必要である 

ということである。 

その第１の式は事業力＋商品力＞一定値という式である。 

事業力とは販売力や生産力等であり、大企業は一般的に大きな事業力を有している。 

事業力の小さい企業は事業力の大きい企業に対抗するために事業力が小さい分だけ 

商品力がすぐれた商品を開発しなければならない、という意味である。 

事業力の大きい企業の商品の商品力と同程度の商品力の商品を開発していたのでは 

事業力の小さい企業は勝ち目がない。 

第２の式は事業力＋知財力＞一定値という式である。 

商品販売力等が大きい、事業力の大きい企業に対抗するためには事業力の小さい分 

だけ知財力で事業力の大きい企業の生産・販売を抑止しなければならない、という 

意味である。 

知的財産権は事業力の大小というあらかじめ決まっている格差を是正する機能を果 

たして事業力の小さい企業でも初めから諦めることなく努力によって成功する機会 

を与えてくれる貴重な手段と考えることもできる。 

すなわち、中堅、中小企業は事業力の不足の分だけ商品力の優れた商品を開発し、 

かつそれを知財で守れば事業力の大きい大企業を相手にしても商品開発そして事業 

を成功させることができる可能性がある。 

昔、家庭用餅つき機の開発において中小企業が大企業に惨敗したのを身近で見た。 

後発の事業力の強大な大企業は数年間に数百万台販売し、先発の中小企業は試供品 

も含めて数年間に２５０台しか出荷できずに撤退した。 

当該中小企業の家庭用餅つき機は大企業のものと比較して商品力は同程度でかつ 

知財で守られていなかったのである。すなわち、前記連立方程式を満たさない商品 

開発だったのである。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【９】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のため、OPD サービスを停止させていただきます。 

12/3（金）20:00 ～ 12/6（月）07:00 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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 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 
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 TEL：（０８２）２２４－５６８０  FAX：（０８２）２２４－５６４５ 

 E-mail: cgk-tokkyo アットマーク meti.go.jp 

         (お願い)上記「アットマーク」を「@」に変更してください。 
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