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“知の経営”はじめてみませんか？

知財活用事例集“Rights”発刊

「知的財産」って最近よく聞くけど、なんか難しそう･･･。
こんな企業さんを見かける機会が多くなってきました。

その悩みに 特許庁がお応えします！

ちょっと興味が出てきましたか？
そんなアナタにおすすめの一冊をご紹介します。

さぁ、“知の経営”をはじめましょう！

自社が保有する知的財産権を

発行：特許庁／2020年4月
問い合わせ先：総務部普及支援課産業財産権専門官
　　　　　　  03-3581-1101（内線2340）

※すべて実話です。詳しくは下記の事例集に掲載しています。

“Rights＝権利”で終わらせない、
知の経営を後押しする入門書が完成。

知的財産を意識すると良いことがいっぱい！
実は技術を守るだけじゃないんです。

経営資源として企業成長につなげる
ヒントがここに！

ユーザーの声

次頁から役立つ支援策が満載です

特許情報を分析したら、自社技術の売り込み先が見つかりました！

知財ライセンスで、遠方にも事業活動の領域が広がりました！

特許取得をきっかけに、社員の目つきが変わりました。
自発的な提案が増え、開発力が大きく向上！

開放特許を活用して、念願の自社製品が完成しました！
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アイディアなどを権利化したい
●知財総合支援窓口
●審査請求料・特許料等の減免制度
●J-PlatPat
●ひとりでがんばる知財担当者のためのお助けサイト
●特許情報分析活用支援
●特許（登録）料支払期限通知サービス
●営業秘密・知財戦略相談窓口
●初心者／実務者向け説明会
●産業財産権専門官
●早期審査
●面接審査

取得した権利を活用したい方
●知財総合支援窓口
●営業秘密・知財戦略相談窓口
●特許情報分析活用支援
●特許庁知的財産活用事例集

さらに海外展開を目指す方
●海外展開知財支援窓口
●知財総合支援窓口
●外国出願補助金
●模倣品対策支援
●冒認商標無効・取消係争支援
●防衛型侵害対策支援
●知財保険
●新興国等知財情報データバンク
●日本発知財活用ビジネス化支援
●地域団体商標海外展開支援

中小企業の方を顧客とする支援者の方
●知財総合支援窓口
●産業財産権専門官
●もうけの花道
●IP ePlat
●知財金融ポータルサイト
●J-PlatPat

専門家・人材育成に
関連するサポート

これらのアイコンを表示

情報提供による
サポート

資金による
サポート

3P

4P

5P

6P

NEW!

NEW!

詳しく知りたい方は　 検索キーワードからもアクセスできます！

￥ ￥

支援のポイント
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アイディアなどを権利化したい

本当に特許出願すべきかのアドバイスを
受けられます

特許出願された技術は公開されます。
権利化すべきか、秘匿とすべきかの知財戦略について、専門家が無料でアドバイスします。

営業秘密・知財戦略相談窓口

アイデア段階から権利取得手続まで
一気通貫でサポートを受けられます

知財を保護するための手法や権利取得手続の方法など、相談内容に応じて無料でサポートします。

知財総合支援窓口￥

他社の知財情報を調査できます
「J-PlatPat」では、既に他者に取得されている知財権等を調べることができ
ます。
また、基本的な操作方法を実習形式で学べる無料の講習会を開催しています。

J-PlatPat￥

特許情報分析の支援を受けられます

研究開発や特許出願の方向性を導くことができる特許情報の分析を支援します。

特許情報分析活用支援￥ ￥

特許（登録）料の支払い期限を
通知します

特許料等の支払い期限をメールにてお知らせするサービスを開始しました。
安定的に事業を実施するために、知財権を適切に管理することは欠かせません。ぜひ本サービスをご活用ください。

特許（登録）料支払期限通知サービス￥

NEW!

特許庁HPに「お助けサイト」を
新設しました

ひとりでがんばる知財担当者や初めて出願手続をされた方などにも分かりやすく「拒絶理由通知書」
や「登録査定」が届いたあと、「次に何をすればよいか」をご案内します。

お助けサイト　特許庁￥

NEW!

中小企業は料金が減免されます
要件を満たせば、簡単な申請で特許庁に納付いただく審査請求料・特許料・国際出願に係る手数料が
減額されます。

特許料減免￥

中小企業
1/２に減額

小規模企業・中小ベンチャー企業
１/３に減額 １/４に減額

福島浜通り等の中小企業
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全国各地で開催される知財セミナーに
参加できます

知財について勉強したい方を対象に初心者向け説明会や実務者向け説明会を開催しています。
テキストも無料で配布します。

企業内で知財セミナーを開催できます

審査着手を早めることができます

早期に特許権・意匠権・商標権を取得したい場合、
一定の要件を満たせば審査着手を早める早期審査
を利用できます。

審査官と面接ができます

効率的な審査を実施するために（特許は審査請求した
案件について）審査官と出願人とが直接面会して出願
や技術内容等に係る相談を行う面接を実施しています。

専門家を活用してビジネス戦略構築の
アドバイスを受けられます

事業化やライセンス契約をはじめとしたビジネス戦略構築について弁理士や弁護士等の専門家が
無料でアドバイスします。

▶
特
許

▶
意
匠

▶
商
標

▶
特
許

▶
意
匠

▶
商
標

ノウハウの管理法、取り扱いの注意点を
アドバイスを受けられます

営業秘密の管理方法や、取引先にノウハウを開示するとき等の注意点を伝授します。あわせて、
社内の情報管理ルールの設定や、権利化と秘匿化の知財戦略についても一緒に検討します。

特許情報分析の支援を受けられます

①効果的な研究開発投資戦略の参考になる特許マップを無料で作成するほか、
②審査請求前の先行技術調査支援により、権利化可能性の向上が期待できます。

知的財産を経営に生かしている中小企業
の成功事例をご紹介します

知財を上手く経営に生かしている企業を厳選し、各社の活動内容を自社で実践につなげていただ
ける先進的な事例を掲載しています。

産業財産権専門官

初心者向け説明会
実務者向け説明会

早期審査

面接審査

知財総合支援窓口

営業秘密・知財戦略相談窓口

特許情報分析活用支援

特許庁知的財産活用事例集

￥￥

￥

取得した権利を活用したい方

特許庁の職員が全国各地の中小企業に訪問し、無料で知財セミナーを開催します。
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さらに海外展開を目指す方

知財総合支援窓口海外展開の法務面からの支援を
受けられます

海外企業との各種契約について、無料で契約書作成支援を行います。

新興国等知財情報データバンク新興国等における海外知財情報を
調査できます

アジアを中心に５０カ国以上の知財情報を幅広く提供しています。

￥

外国出願補助金外国出願に要する費用の1/2が助成
されます

外国の特許・実用新案・意匠・商標の出願費用の1/2を助成します。

￥

模倣品対策支援　特許庁海外での模倣品対策のための費用が助成
されます

海外での模倣品でお困りの方、模倣品被害調査・行政摘発にかかる費用の２/３を助成します。

￥

知財保険知財保険の掛金が助成されます

海外で知財訴訟を提起された場合の訴訟費用を補償する保険の掛け金の１/２を助成します。

￥

防衛型侵害対策支援　特許庁海外での係争費用が助成されます

海外での知財係争対応にかかる費用の２/３を助成します。

￥

冒認商標取消支援　特許庁冒認商標を取り消すためにかかる費用が
助成されます

海外で自社ブランドの商標等を冒認出願された中小企業に対し、その取り消しにかかる費用の2/3
を助成します。

￥

海外展開の知財面からの支援を
受けられます

海外展開知財支援窓口

海外での事業展開に応じた知的財産戦略等について、無料でアドバイスします。

日本発知財活用ビジネス化支援　特許庁知財を活用したビジネスの海外展開
支援を受けられます

知財や海外ビジネス専門家によるビジネスモデル構築等の助言を行うとともに、海外での展示会や
商談会への参加費用の助成や外国企業とのマッチング・ライセンス締結の支援を行います。

￥
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￥

J-PlatPat

知財金融ポータルサイト

産業財産権専門官

知財総合支援窓口

地域団体商標　ジェトロ地域団体商標を活用した海外展開を
支援します

地域団体商標を付した商品等の海外展開において、 海外向けブランディング戦略の立案から、海外
でのプロモーション・販路開拓活動の実施、および海外における知的財産の保護・活用までハンズ
オンで支援します。

相談内容に応じたアドバイスを
受けられます

どうやら顧客が技術・ブランド・デザインで悩んでいるようだが、どうすればいいかわからない・・・。
そんなときはまず、知財総合支援窓口にご相談ください。

知財制度に関する講義を受けられます

支援機関や中小企業のご要望に応じ、知財セミナーに無料で特許庁職員を講師派遣します。
知財制度の初歩や企業の活用事例を講義します。

気軽に知財制度について学習できます

顧客とのコミュニケーションツールを
活用できます

知らなきゃ損する知財の基本や盲点をわかりやすく動画やアニメで紹介しています。
忙しいみなさまも合間で学習しませんか？

講義内容、時間、開催日については
ご相談によりカスタマイズできます！
お気軽にご相談くださいませ。

金融機関の顧客である中小企業の強み・弱みを専門の評価機関が知財の切り口から調査・評価し
経営課題に対する解決策をレポートで提示します。
融資の検討、企業とのリレーション強化にご活用ください。

顧客企業の特許情報を調査できます

企業の知的財産情報を確認できるデータベースを提供しています。
顧客企業の技術情報を把握することができます。

￥

￥

￥

￥

中小企業の方を顧客とする支援者の方

●知的財産・知的財産権とは？
●中小企業・知的財産経営のススメ
●特許庁の中小企業支援策について

セミナーの開催例

もうけの花道
 IP ePlat



「知的財産はなんだか難しそうで敷居が高い」
そんな知財の“見方”を変え、知財を“味方”にするた
めに、特許庁は全国各地で「巡回特許庁」を開催し
ています。
地域ごとに、知って得する内容盛りだくさんのイベ
ントを開催します。ぜひご参加ください。

特許庁総務部普及支援課

知財のミカタ 検索

2020年5月発行

問い合わせ先

03-3581-1101（内線2340）
PA0661＠jpo.go.jp
特許庁中小企業支援チーム

tel

mail

Twitter
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