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1-1  社会的課題の把握
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1-2  社会的課題の把握
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「人口が減るとGDPの規模が低下する」

「働く人が減るとGDPが低下する」

「人口減でも生産年齢人口を増やし国内総生産を減らさない」

「高齢者、女性、移民の労働人口を増やす」

「高齢者が70歳までは現役で働ける社会環境を構築する」

「高齢者3700万人、生産年齢比率を上げ1人当たりのGDPを上げる」

1-4  社会的課題の把握
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日本がジリ貧になる前に

日本の産業構造が変化に対応できないと、どうなる？

日本企業が海外企業の下請となり、適正な雇用が失われ、賃金が低下。

日本が世界をリードしていくために、どのような方向に進まなければならないのか。

バーチャルデータでは遅れ

インターネットの世界では、

今や海外企業と大きな差が開いている。

例えば、

日本大手のデータ保有量に比較、

検索最大手 google   は14倍近く。
小売の amazon も 7倍。

今から全く同じ土俵で勝負するのは、

さすがに困難。

1-5  社会的課題の把握
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1-6  社会的課題の把握
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http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/smartsme/2017/170517smartsme05.pdf

2-1 導入対象分野･作業内容
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2-2 導入対象分野･作業内容

どんな小規模事業者にも新しいチャンス

「第4次産業革命」

ものづくり、経理も、事務も、販売も、サービスも

みんなの考え、みんなの知識を活用しよう

探さない・迷わない・視える化・気づく化・整理・整頓

スマートFA ・ RPA へ続く道
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リアルデータで強みを伸ばす

日本が強い分野は、未だ残されている。

例えば、

個人の健康データ、医療カルテ、薬データ、

クルマの走行データ、メンテナンスデータ、部品試験データ、

工場の稼働データ、電力使用データ、出荷配送データ、

日本人の真面目な気質、聞かれた際に応える 行動の手控え = リアルデータ

リアルデータが、日本の社会と企業の強みを活かして、

集めたリアルデータを社会にうまく還元し、課題解決ができれば、

日本が世界のプラットフォーマーとなることが十分可能です。

リアルデータの利活用から、社会課題の解決、新サービスの創出につなげます。

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2016/iot_app.zip

IoT活用度自己診断ツール（ZIP形式：275KB）
IoT投資効果算定ツール（ZIP形式：780KB）

2-3 導入対象分野･作業内容
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2-4 導入対象分野･作業内容

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/008_05_01.pdf
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RPA

Robotic Process 

Automation

データ収集、加工、集計、保存
定型業務を、
より早く、より正確に実施
サービス・品質・コストを改善

2-5 導入対象分野･作業内容

スマートFA

Smart Factory 

Automation
高度なFAに加え、IoTにより、
工場内の様々な機器・設備、
或は工場と工場を常時つなげる
ことで生産革新を実現する
次世代型工場のあり方。
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2-6 導入対象分野･作業内容

【AIの得意分野】

大量のデータを取り扱う・データの共通パターンを見つけ出す・ルールに沿った判断や処理を行う

ものづくり、経理も、事務も、販売も、サービスもみんなの考え、みんなの知識を活用しよう
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3 事業実施の方法、内容、経済性及び妥当性

一般社団法人 日本ロボット工業会 http://www.jara.jp

技術部 ORiN協議会事務局 http://www.orin.jp

ものづくり、経理も、事務も、販売も、サービスも

みんなの考え、みんなの知識を活用しよう

【IoTの得意分野】

遠隔操作=リモートコントロールにより

決められたルールに沿ったデータ処理を実施し、

常時データを出力先に送信する
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4-1 事業の目的及び実現目標

失敗しない IoT活用から
AI 導入までを理解する第一歩

設計工程のあるべき姿を理解されていますか？

モノづくりの方法プロセスを

見直すことが
整理整頓の始まりです。

構造化知識研究所
https://www.ssm.co.jp
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4-2 事業の目的及び実現目標

設計の段階で、毎週、半月、毎月機会を設定してDR＝デザインレビューを実施します。

設計の工程・部門が無い場合、お客様に提供する仕様を考えることを想定して実施します。

デザインレビュー Design Review = DR

製品、その生産から廃棄に至るライフサイクルの設計計画のアウトプットと

その導出プロセスに対して、機能、性能、安全性、信頼性、操作性、デザイン、生産性、

保全性、廃棄性、コスト、法令・規制、納期 等の顧客要求や設計開発目標に関わる

すべての品質特性の見地から、妥当性の評価ならびに問題点の摘出を行い、

次の設計開発のステップへ移行できるかどうかを判断する組織的活動。

構造化知識研究所
https://www.ssm.co.jp
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【AIの得意分野】

大量のデータを取り扱う

データから共通パターンを見つけ出す

ルールに沿った判断や処理を行う

ものづくり、経理も、事務も、販売も、サービスも

みんなの考え、みんなの知識を活用しよう

データでAIを訓練する

AIから得たデータを考察検討する

考察に基づきデータでAIを訓練する

4-3 事業の目的及び実現目標

構造化知識研究所
https://www.ssm.co.jp
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訓練データ

AI訓練

4-4 事業の目的及び実現目標
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FMEA表の例 （部品)

FMEA表の例 （アセンブリ)

構造化知識研究所
https://www.ssm.co.jp

5-1 事業実施の改善・期待効果

Failure Mode and Effect Analysis

故障・不具合の未然防止を目的とする潜在的な故障の体系的な分析方法
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構造化知識研究所
https://www.ssm.co.jp

5-2 事業実施の改善・期待効果

フォルトツリー解析
Fault Tree Analysis = FTA

故障・不具合の未然防止を目的とする

SIerによる数式化に有用である

デジタル化分析方法。
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失敗しない IoT活用から

AI 導入までを理解する第一歩

モノづくりのプロセスを見直す

整理整頓の始まり

5-3 事業実施の改善・期待効果
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5-4 事業実施の改善・期待効果

ものづくり、経理も、事務も、販売も、サービスも

みんなの考え、みんなの知識を活用しよう
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6-1 提案する事業展開の可能性

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/20

14/141015BCPcheck.pdf

儲かるBCPにするための

自己チェックシートの使い方
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ノートPCから IoT活用、
AI を訓練が始まる
小規模事業者の人員不足が深刻化

2022年

スマートホンから IoT活用、
AI を訓練が始まる
中小企業の人員不足が深刻化

2024年

IoT活用、 AI 訓練が一般化
実質GDPが回復傾向に or 深刻化

2027年

AI 訓練による設計成果が報告される
実質GDPが大きく回復 or ………

2028年

Information 情報

Intelligence 情報

Artificial Intelligence 人工知能

Artificial Inventive Idea 人工発明？

Artificial Imagence 人工創造？

必然

進化

革新

革命

7-2    シンギュラリティ ＝ 技術的特異点は実現する？
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https://meti-journal.jp/p/128

身近なチェックを怠ると、重大な事故に繋がる可能性があります。

8 システムインテグレートの事業リスク
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10-1 FA・ロボットシステムインテグレータ協会

経済産業省、日本ロボット工業会による
特別事業委員会 FA・ロボットSIer協会

設立のご紹介

日本システムインテグレータ
ご紹介ブースを開設

AI・IoTの導入により、

導入困難な領域にロボットを導入し、

スマートFAを構築するFAロボットSIer
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ありがとうございます。宜しくお願い致します。
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ＡＩ・ＩｏＴビジネスでの

知財と契約の作法

平成30年6月14日

日本弁理士会東海支部

弁理士・弁護士 加藤 光宏

自己紹介

略歴
昭和63年 3⽉ 京都⼤学⼯学部航空⼯学科卒業
昭和63年 4⽉ 川崎重⼯業株式会社航空宇宙事業本部
平成 9年 1⽉ 弁理⼠登録
平成16年 4⽉ 名古屋⼤学法科⼤学院⼊学
平成21年12⽉ 弁護⼠登録、弁理⼠再登録、特許法律事務所 源 開設
平成23年12⽉ 特許法律事務所 樹樹 開設

役職等
⽇本弁理⼠会東海⽀部 副⽀部⻑（2016年）

知的財産⽀援委員会 副委員⻑
愛知県弁護⼠会 情報問題対策委員会 委員⻑



IoTトイレ（伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）

http://www.ctc-g.co.jp/news/press/20161017a.htmlより

＜開発センサー例＞
発電パネルと無線が
内蔵されているセンサー

 オフィス向けIoTサービス

 トイレにセンサーを設置してリアルタ
イムに個室の空き状況を確認できる
クラウドサービス

 電源の確保や配線工事、サーバの
設置などが不要

＜画面例＞

Amazon Dash Button

https://www.amazon.co.jp/b?node=4752863051より

 Wi‐Fiに接続し、アプリからお気に
入りの商品を設定

 必要な時にDash Buttonを押すだ
けで注文ができる

 商品が届くまでボタンを何度押し
ても一回分の注文のみ

 Dash Button代（500円）は実質無

料（ボタンを通じた初回注文時に
ご請求額より500円差し引かれる）



マンホールアンテナ（株式会社明電舎）

http://www.meidensha.co.jp/products/water/prod_08/prod_08_01/index.htmlより

 マンホール表⾯に
アンテナを実装
（携帯電話網を介して、
無線通信可能）

 既存鉄蓋と置き換える
だけの簡単設置

 マンホール蓋にバッテ
リー、通信モジュール
内蔵

 クラウドサービス
（コスト低減）

＜表⾯＞
アンテナを実装

＜裏⾯＞
バッテリー内蔵

BakeryScan（株式会社ブレイン）

http://bakeryscan.com/company/index.htmlより

 焼きたてのパンを、⾃動で画像認識し、1秒ほどで料⾦を計算、表⽰
 ①外観は似ているが別種類のパンの区別、②同⼀種類のパンでも焼き加減や形
が変わる、③トレイ上でパンが接触していることがあるなどの課題があった

 パンの種類ごとに独特の「特徴量」をスコア化
 初期学習は1種類のパンにつき5〜6個のサンプリング（2分ほどで完了）
 使⽤するほど機械学習によって精度向上



ＡＩ，ＩｏＴとデータ

Ａ会社 B会社 C会社

稼働
データ 稼働

データ 稼働
データ

製造装置
メーカー

稼働
データ

ＡＩ  製造装置の需要予測
 故障時期予測

など
学習データ
学習済みモデル

サプライチェーンＩoT

会社内の各部
署でデータ共有

会社間で
データ共有

会社間で
データ共有

ＡＩ，ＩｏＴともに

データの取り
扱いがポイント

知的財産による保護（IoTトイレ）

http://www.ctc-g.co.jp/news/press/20161017a.htmlより

＜開発センサー例＞
発電パネルと無線が
内蔵されているセンサー

 センサー自体
 空き室か否かの判断
 インタフェース画面

・わかりやすさ
・トイレ使用者への配慮

 サービス全体（ソフトウェア）
 トイレ占有状況のデータは？

（注）実際の権利内容とは関係ありません。

＜画面例＞



知的財産による保護（Amazon Dash Button）

https://www.amazon.co.jp/b?node=4752863051より

 ボタン本体

 ボタンにお気に入りの商品を登録
する方法（ソフトウェア）

 Dash Buttonを押すだけで注文が
できる方法（ソフトウェア）

 商品が届くまでボタンを何度押し
ても一回分の注文のみ

 DashButtonを利用した注文ログな
どは？

（注）実際の権利内容とは関係ありません。

知的財産による保護（マンホールアンテナ）

http://www.meidensha.co.jp/products/water/prod_08/prod_08_01/index.htmlより

 マンホール⾃体
 設置場所等の登録⽀援（ソ
フトウェア）

 現場での利⽤促進
 収集したデータを利⽤した
アプリケーション
①ストックの有効活用
②地下街などへの水位情報の周知
③臭気対策
④管路のスクリーニング

 収集したデータ⾃体は︖

（注）実際の権利内容とは関係ありません。

＜表⾯＞
アンテナを実装

＜裏⾯＞
バッテリー内蔵



知的財産による保護（BakeryScan）

http://bakeryscan.com/company/index.htmlより

 システム全体
 焼きたてのパンの画像認識技術
（パンの種類ごとに独特の「特徴量」をスコア化）

 撮影したパンの表⽰・操作画⾯（店員⽤）
 撮影したパンの客⽤の表⽰
 使⽤によって蓄積されたデータは︖学習済みモデル⾃体は︖

データ・オーナーシップとは
 データの所有権等は認められるのか︖
・⺠法上の所有権は有体物が対象
・特許権、著作権の保護対象になる場合とならない場合とがある

データは持っている
者が勝ち！

対抗するためには契約で
利用権限を拘束する他ない

データの囲い込みにつながる（利活⽤の促進につながらない）
法律や契約で、事業者間の取引に係るデータの利⽤権限
を適切かつ公平に定めるという考え⽅データ・オーナーシップ

 データが広く利活⽤に供される観点
・データを過剰に囲い込まず、当事者で公平に利⽤権限を設定
・データは広く利⽤されてこそ価値が最⼤限発揮され得る

 ケースごとに公平・適正に利⽤権限を定める観点
データ創出に対する寄与度等を考慮し、当事者で協議して柔軟に利⽤条
件を取り決め、利⽤権限を公平に定める



データ・オーナーシップの弱点～データの保護

 「データの利⽤権限に関する契約ガイドライン」が設定されている
・公平・適正な利⽤権限の設定を図るためのもの
→ 囲い込みを禁⽌する法的効⼒を有している訳ではない

・公平という基準が規定されている訳ではない（法的な拘束⼒もない）
→ 結局は、契約当事者間の⼒関係によるところが⼤きい

 当事者間の契約なので、第三者に対抗する効⼒なし

データ・オーナーシップ

当事者間はデータ・オーナーシップに沿った契約を締結するとしても、
第三者との間でデータ保護は重要

著作権 素材の選択または体系的な構成に創作性があるもの
不正競争防⽌法 営業秘密（①秘密管理性、②有⽤性、③⾮公知性）

に該当するもの
不正競争防⽌法 ID・パスワード等でプロテクトしたデータの不正取

得・使⽤等が不正競争⾏為となる（改正法）



中部経済産業局の支援メニュー

中部経済産業局知的財産室 市来 知晃（いちき ともあき）
E-mail:ichiki-tomoaki@meti.go.jp

TEL:052-951-2774（直通）
FAX：052-950-1764
平成30年6月14日（木）

知って得する！
知財でがっちり！

名古屋市工業研究所主催知財セミナー説明資料



1

はじめに



2

知的財産権がなぜ必要なのか？

自らの知的財産
技術、ノウハウ、

アイデア、デザイン、
ブランド等

競合
参入阻止

阻止

阻止

価
格

◆ブランド力の維持・向上で市場の優位性を確保
（知的財産権の防御で「まね」を許さない）

生産者の価格決定力等
による価格の維持

知的財産が
権利化やノウハウ秘匿等により
防衛・管理されている場合

（知財バリア）

知的財産が無防備の場合

競合者が
次々と参入

自らの知的財産
技術、ノウハウ、

アイデア、デザイン、
ブランド等

価
格

価格下落

◆価格競争を誘発、ブランド力の低下
（魅力的な商品ほど「まね」が頻発）

参入

参入

参入



 中小企業は、多様化する製品、サービスの中で、競争優位性の維持や、独自性の発揮に向け、既存事業の強
化や新規事業の開発に取り組んでおり、その結果として知財を創出。特許等の知財権を保有している中小企業
は、保有していない企業と比べ、成長性が高い傾向がある。

 企業を知財の観点から見ることで、「売上の源泉となっている強み」、「将来の成長を支える製品競争力」、「製品
競争力の根拠となる開発体制や権利」について理解を深め、「経営者とのコミュニケーション」、「企業の将来性や
経営ニーズの理解」といった業務活動に活用することが期待される。

知財と企業の強みの関係性

売上の源泉となってい
る強み

将来の成長を支える
製品競争力

製品競争力の根拠と
なる開発体制、権利

技術、デザイン性、名称・ロゴが、製品の強
みとして現在の売上にどれほど貢献している
か？

現製品／開発中の製品の技術、デザイン
性、名称・ロゴは、将来的な成長を支える
上での製品競争力を有するか？

製品競争力を支える開発体制や知財の
権利はどうなっているか？

知財を通じて顧客企業に関して理解できること特許権所有の有無と企業利益の相関

3



技術革新のｽﾋﾟｰﾄﾞが

速く､製品の技術が

陳腐化しやすい

20.7%

顧客や市場のﾆｰｽﾞ

の変化が速い

53.5%

ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ化しやすい
4.6%

業界が過当競争

に陥っている

15.9%

模倣品が出回ってい

る

1.7%

規制や国際ﾙｰﾙなど

の変化に対応する必

要がある

1.4%

その他
2.2%

(n=831)

-10%

-5%

0%

5%

10%

価格競争に陥らない事業領域

へのｼﾌﾄ

ﾗｲﾌｻｲｸﾙを長期化するための

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略､差異化戦略

B to CからB to Bへの事業領域

のｼﾌﾄ

ﾓﾉからｻｰﾋﾞｽへのｼﾌﾄ

知的財産の権利保護強化 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの強化

自社に有利なﾙｰﾙ形成

その他

特にない

増加(n=478) やや増加(n=906) 横ばい(n=1109) やや減少(n=594) 減少(n=452)

 過去10年で全業種において、製品ライフサイクルは短縮傾向にある。短縮化の主な理由としては「顧客や市場の
ニーズの変化」、「技術革新のスピード」などが挙げられる。

 「ブランド戦略、差異化戦略」や「知的財産の権利保護強化」などのライフサイクル最適化に向けた取組が重要。

【ライフサイクルの短縮要因】

【ライフサイクルの最適化の取組と
過去３年の業績（営業利益）動向】

資料：経済産業省調べ（15年12月）

資料：経済産業省調べ（15年12月）

製品ライフサイクル最適化と知財の関係

資料：経済産業省調べ（15年12月）

【自社の主要製品のライフサイクルの変化（１０年前との比較）】

備考：全体平均とのポイント差をグラフ化。
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５

知財の売上や利益への貢献度

37.5 

60.5 

35.8 

33.9 

45.1 

16.7 

44.6 

36.3 

48.2 

48.1 

42.3 

16.7 

17.9 

3.2 

16.1 

17.9 

12.7 

66.7 

0 20 40 60 80 100

1. 発明、考案（≒特許、実用新案）

2. ノウハウ（≒営業秘密）

3. デザイン（≒意匠）

4. ロゴ、商品やサービスの名称（≒

商標）

5. コンテンツ（≒著作物）

6. その他（ ）

（％）

充分貢献している やや貢献している 貢献していない

知財が売上や利益に貢献していると考えている企業が大半を占める。
出典：平成29年に中部経済産業局が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託し、アンケート調査を実施。中部地域の企業5,000社を対象にし、
899社から回答を得た。
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１. ＡＩ、ＩｏＴに関する特許庁の取組
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• 外部経営資源の積極活用に向けた意識は上昇している。
• オープンイノベーションの活発化のほか、日本の製造業が買い手のＭ＆Ａが増加している。

企業を取り巻く環境の変化 他社との連携強化

日本の製造業が買い手のＭ＆Ａ件数の推移

（出典）２０１７年版ものづくり白書 (年)

309 299 326 331 349 353 379

165 195
241 225 213 217

251

0

200

400

600

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

買い手：日本企業－売り手：外国企業
買い手：日本企業－売り手：日本企業

(件数)

外部経営資源の活用状況

8.0%

24.4%

10.8%

56.7%
ほとんど活用していない

あまり活用していない

ある程度活用している

積極的に活用している
10.9%

37.8%
20.2%

31.0%

ほとんど活用の予定はない

あまり活用する予定はない

ある程度活用していく

積極的に活用していく

今後１～２年の外部経営資源の活用方針

45.1%52.3%

2.6%
後退している

活発化している

ほとんど変わらない

オープンイノベーションの活発化推移（１０年前と比較）

他社との連携を視野に入れた知的財産戦略が必要。
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企業を取り巻く環境の変化 第四次産業革命の進展

経済産業省 産業構造審議会 新産業構造部会 「新産業構造ビジョン（とりまとめ）」（２０１７年５月）から引用

• AI、IoT等の基盤技術に、特定技術分野ごとのデータが組み合わさることで、革新的な製品・サービスが創出さ
れる。

新しい製品・サービスの創出

共通基盤技術×産業コア技術×データ
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• 新興国市場への進出と多様なニーズへの対応
• 製品ライフサイクルの短縮
• オープンイノベーションやＭ＆Ａ等の他社との連携の強化
• ＩｏＴ関連技術の進展

オープン戦略

クローズ戦略

標準

知財

データ拡大・深化
拡大・深化

追加

企業を取り巻く環境の変化

• オープン・クローズ戦略の対象の拡大・深化
• 「知財」及び「標準」に「データ」を加えた三次元的な

複合戦略が必要

企業に求められる知財戦略

企業を取り巻く環境の変化 企業に求められる知財戦略



・無人走行車の配車システム
・ドローンを用いた見守りシステム
・車両のワイパーの動作情報を用いた
豪雨地点特定システム
・木構造を有するエリア管理データ
・音声対話システムの対話シナリオの
データ構造
・車載装置及びサーバを有する学習
システム
・宿泊施設の評判を分析するための
学習済みモデル
・ロボット装置
・腕時計型デバイスを用いたランニング
支援システム
・水処理装置
・外部サーバに接続された電気炊飯
器
・人形の3D造形用データ及び人形の
3D造形方法 等

• IoT関連技術等に係る特許出願について、
審査基準を適用したときの考え方を示す事例を充実化

特許庁ＨＰ「特許・実用新案審査ハンドブック」のページ末尾「参考資料」の欄に、
IoT関連技術に関する事例集を掲載

• 計２３事例を審査ハンドブックの附属書A及び附属書Bに追加

・発明該当性（10事例）

・新規性（4事例）

・進歩性（9事例）
特許・実用新案審査ハンドブック 検 索

特許庁の新しい取組 ＩｏＴ関連技術等の審査事例公表
追加された事例

平成２８年９月・平成２９年３月に特許庁ＨＰにて日本語・英語同時公表

３D造形用
データ

3D Printer

ネットワーク

ワイパー
動作センサ

ワイパー動作情報
現在位置情報

ワイパーの速度と
自動車の現在位置から、
豪雨発生地点を特定

分析
サーバ

10
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UP!

基本的な考え方を変更せずに発明該当性や進歩性について明確化

• IoT関連技術とAI等の新たな技術の台頭
• 多くの技術分野でソフトウエア関連発明が創出

審査基準 • 様々な審査官やユーザーがソフトウエア関連発明に関す
る審査の運用を明確に理解できるものが必要

審査基準等の改訂の背景

審査官 ユーザー

審査基準＆審査ハンドブック

平成３０年３月 改訂審査基準等を公表
平成３０年４月 改訂審査基準等の運用開始

特許庁の新しい取組 ソフトウエア関連発明に係る審査基準等の改訂

特許庁調整課審査基準室

電話：03-3581-1101 内線3112

詳細はコチラへ！！
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電力制御システム

文書の要約を作成するコンピュータ

データ構造

氏名 住所 電話番号

・・・ ・・・ ・・・

・・・ ・・・ ・・・

・・・ ・・・ ・・・

プログラムに準ずるものではないデータ構造を明確化

「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて
具体的に実現されている」かどうか

を明確化

Battery

「機器等に対する制御を具体的に行うもの」かどうか
「対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うも

の」かどうか
を明確化

発明該当性に関する明確化

特許庁の新しい取組 ソフトウエア関連発明に係る審査基準等の改訂【参考①】
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ニューラルネットワークモデルと数式モデルの置換

𝑦𝑦 = �
𝑖𝑖

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖

ＩｏＴ関連技術におけるモノの置換
進歩性が否定される方向に働く場合や肯定される方向に

働く場合を明確化

進歩性に関する明確化

特許庁の新しい取組 ソフトウエア関連発明に係る審査基準等の改訂【参考②】
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例1：
鋳造された鋼片を再加熱した後に、圧延、冷却を施して製造する鋼板の溶接特性を、ニューラルネットワークモデルを用いて予測する
方法において、
前記ニューラルネットワークモデルの入力値として、鋼の成分及び製造条件の実績値を用い、
前記ニューラルネットワークモデルは、鋼の成分及び製造条件を入力値として鋼板の溶接特性を推定するように学習させたものである、
鋼板の溶接特性を予測する方法。
[主引用発明]
鋳造された鋼片を再加熱した後に、圧延、冷却を施して製造する鋼板の溶接特性を、鋼の成分及び製造条件の実績値を入力値と
して数式モデルを用いて予測する、コンピュータを用いて鋼板の溶接特性を予測する方法。
[副引用発明]
ガラスの材質を予測する方法において、予測手段として所定の入力値を用いて材質を推定するように学習させたニューラルネットワーク
モデルを用いる方法。

単なるニューラルネットワークモデルの適用

 ある特定分野に適用されるコンピュータ技術の手順又は手段等を他の特定分野に単に適用するのみ
であり、他に技術的特徴がなく、この適用によって奏される有利な効果が出願時の技術水準から予測
される範囲を超えた顕著なものでもない場合には進歩性が否定される方向に働く。

進歩性なし

特許庁の新しい取組 ソフトウエア関連発明に係る審査基準等の改訂【参考③】



特許庁の新しい取組 ＩｏＴ関連技術の特許分類

ヘルスケア用

運輸用

アミューズメント用、 ス
ポーツ用、ゲーム用サービス業用

情報通信業用

製造業用

ZIT

ZIT

ホームアンドビル
ディング用；家電用

電気、ガス、水道
供給用

建設業用 農業用、漁業用、
鉱業用

ロジスティックス用

金融用

• 2016年11月、IoT関連技術について網羅的
に抽出可能な日本独自の特許分類（ＺＩ
Ｔ）を新設・付与開始

• 2017年4月、ZITを細展開し、分野ごとの
IoT関連技術を容易に抽出可能に

• 外国文献も検索可能にするため、 ZIT の
国際標準化に向けての議論を開始

• 最短で2019年1月の実現を目指す

１．ZITの新設

２．ZITの細展開

３．ZITの国際標準化

15



記号 タイトル 公開公報件数

ZIT Internet of Things
「モノがネットワークと接続されることで得られる情報を活用し、新たな価値・サー
ビスを創造する技術」

「新たな価値・サービスを創造する」とは、得られる情報を活用して新たな情報を
生成し、生成された新たな情報を提供すること、または、生成された新たな情報を
活用して動作することをいう。

1499
(ZIT全件)

・ZJA 農業用；漁業用；鉱業用 16

・ZJC 製造業用 37

・ZJE 電気，ガスまたは水道供給用 81

・ZJG ホームアンドビルディング用；家電用 179

・ZJI 建設業用 15

・ZJK 金融用 19

・ZJM サービス業用 247

・ZJP ヘルスケア用；社会福祉事業用 153

・ZJR ロジスティックス用 25

・ZJT 運輸用 163

・ZJV 情報通信業用 94

・ZJX アミューズメント用；スポーツ用；ゲーム用 86 16

特許庁の新しい取組 ＩｏＴ関連技術の特許分類
平成３０年３月１９日時点
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特許庁の新しい取組 IoT審査チーム

知見を活用して協議を実施

IoT関連技術や審査事例についての知見を蓄積・共有

• IoT関連技術の進展に伴い、これまでICT（Information and Communication Technology、情報通信
技術）との関連が少なかった様々な業種において、IoT関連発明の出願が増加する見込み。

• IoT関連発明に精通したIoT担当官からなる「IoT審査チーム」を新設し、知見を蓄積・共有。
• 審査官がIoT担当官と協議を実施することで、IoT担当官の知見を活用した質の高い審査を実現。

⇒ 均質な特許審査を担保し、イノベーションの促進に必要な特許の着実な取得を支援。

IoT審査チーム

各分野の審査官

IoT担当官
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特許審査の取組 面接審査の拡充

テレビ面接審査

特許庁

• 4,344件
（出張面接、テレビ面接含む）

実績（2017年度)

・出願人所有のPC等から、インターネット回線でテレビ面
接審査への参加が可能（専用ソフトのインストール不
要）。
・経済産業局知的財産室にテレビ面接審査を実施でき
る端末を設置。 INPIT-KANSAIにも設置。

面接審査
• 他社製品との差異の重要性を審
査官に伝えられた。

• 審査官の意図を把握しやすい。

ユーザの声

出張面接審査

・テレビ面接システムで出張面接審査に参加可能。
・INPIT-KANSAIに面接室を設置。

・審査官と代理人等とが直接対話して審査を行い意思疎通を円滑化。
・審査請求してから審査の手続きが終了するまでいつでも要請可能（無料）。
・１件の案件から、出願人等の希望日程に柔軟に対応。
・代理人等から面接要請があった場合、審査官は原則一回は面接を受諾。
・実施庁目標に、コミュニケーションに関するユーザー評価、及び出張面接審査等の実
施件数の項目を新設。

実績（2017年度)

• 1,416件

・出願人の所在地付近で面接を実施。
・工場見学も実施することで、説明がより効果的に。

2020年度までに年1000件を目標に推進中

実績（2017年度)

• 68件
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素材電池

製造技術

モーター制御装置 出願
技術内容

特許庁
各技術分野の審査官による協議

事業戦略

• 事業に関連する複数の出願について分野横断的にまとめ
て審査を受けることが可能（申請は、２件の出願から可
能。）。

• 出願人の望むタイミングでの権利化を支援。
• 特許に加え、意匠・商標の出願もまとめて申請可能。

事業戦略対応まとめ審査

• 180件以上の申請
• 2,200件以上の出願

（2012年からの累計）

実績（2018年3月末時点）

企業

特許審査の取組 事業化を見据えた権利化

（例） 電気自動車

• 強く広い特許ポートフォリオの迅速かつ効率的
に構築できた。

• 意図するタイミングで関連する特許群を権利化
できた。

ユーザの声
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特許審査の取組 早期の権利化

＜特許＞
・中小企業/個人/大学/ＴＬＯの特許出願
・実施関連出願
・外国関連出願 など
 早期審査事情説明書（事情と先行技術調査の開示及び対比説明

を記載）を提出
 中小企業・大学等の申請の場合は、先行技術調査を改めて行うこと

は不要（出願人が知っている先行技術文献との対比説明は必要）

＜意匠＞
・権利化について緊急性を要する実施関連出願
・外国関連出願
＜商標＞
・出願商標を指定商品・役務に既に使用している又は使用の準備を相当程
度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
・出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進め
ている商品・役務のみを指定している出願

早期審査の対象となる出願（利用料は不要）

審査請求
審査通知

（一次）

【特許一次審査通知までの期間】
平均11月→平均2.3月 (2017年実績

)

利用状況
平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

申請件数 17,068
件

17,511
件

19,492
件

22,374
件

• 早期に特許・意匠・商標を取得したい場合、一定の要件を満たせば審査着手を早める早
期審査制度を整備。

• 中小企業の要件を満たせば、早期審査が利用可能。

※中小企業の利用状況（総務部普及支援課調べ）

平成26年:4,057件 平成27年:4,130件 平成28年度
:4,319件

早期審査
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２. 中部の中小企業を元気にする知財支援制度



22

まずはこちらを覚えてください！！



知財総合支援窓口（無料相談窓口）

23

平成29年度
約9.5万件のご相談に
応じました！

知財総合支援窓口 で検索！

ポイント１
相談無料、もちろん秘密厳守です！

ポイント２
経験豊富な企業ＯＢ等の窓口支援担当者が、
相談内容に応じてアドバイスします！
訪問による支援も可能です。

ポイント３
専門家からのアドバイスも無料で受けられます！
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誰でもパッと調べられます！！



J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）
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【各検索メニューを選
択】 審査・登録・審判等の詳細な経過

情報

【簡易検索】

J-PlatPat で検索！



（参考）いつ、どのような目的で調査するか
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◆最新の技術情報の入手（技術動向調査）
→公開後に
→公開系の公報を調べる

◆出願前の先行技術の確認（先行技術調査）
→出願前に
→公開系の公報を調べる

◆権利情報の確認（権利調査）
→実施前に
→登録系の公報、経過情報を調べる



（参考）どのように調査するか（検索キー）
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番号から検索
出願番号、公開番号などの「番号」を入力して、
案件を直接照会する。

キーワード
から検索

入力した「キーワード」がテキストデータに含まれるか否かを
機械的に照合し、該当する案件を検索する。

ノイズが発生
（例：「ペット」に関する発明を検索→「トランペット」「ペットボトル」）
サーチ漏れの可能性
（類義語への読替無し、異表記展開が限定的）
検索対象が限定的
（例：特許実用新案テキスト検索 平成５年～）

分類から検索
特許分類（IPC、FI、Fターム）、日本意匠分類、商標の図形
等分類などの「分類」を入力し、該当する案件を検索する。

複雑な分類の構造とその定義を理解しなければならない
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（参考）J-PlatPatについて学びたい方必見！

 J-PlatPatの利用方法、特許情報の活用の促進を図ることを目的として、全国で講習
会を実施。受講料は無料。

J-PlatPat 講習会 で検索！

【平成３０年度開催予定】

＜内容（例）＞
（１）特許情報の調査と特許情報

プラットフォーム
（２）特許・実用新案に関する

検索サービス
（３）意匠に関する検索サービス
（４）商標に関する検索サービス
（５）その他のサービス
（６）参考情報
（７）質疑応答

＜受講料＞
無料（テキスト付き）

お申し込みはこちらから
日付 場所 法域 定員

5月21日（月） 東京1 特実 100

5月22日（火） 東京2 意商 100

6月5日（火） 大阪1 四法 60

6月28日（木） 広島 四法 40

7月 富山 四法 30

8月 鹿児島 四法 30

8月 大阪2 四法 60

8月28日（火） 東京3 特実 100

8月29日（水） 東京4 意商 100

9月 京都 四法 40

9月 宮城 四法 40

10月 大阪3 四法 60

10月 静岡 四法 40

11月 北海道 四法 40

11月 新潟 四法 30

12月 愛知 四法 60

12月 高知 四法 30
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特許権取得費用をお安く



研究開発型中小企業を対象とした減免制度①

中小企業（非課税法人、設立10年未満、研究開発型）等対象者

➀審査請求料の半額軽減
➁特許料（第1年～第10年分）の半額軽減措置内容

（注）減免措置の対象者と他社との共同出願の場合は、減免措置対象者の持分について減免措置の対象となります。

30
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手続

措置内容 審査請求料 ：半額軽減
特許料（１～１０年分）：半額軽減

申
請
人

特
許
庁

②確認書

③出願審査請求書又は特許料納付書

最
寄
り
の

経
済
産
業
局
等

①軽減申請書＋添付書類（書面）

（確認書の有効期限は１年）

対象
（要件） 中小企業要件、研究開発要件（２つの証明方法あり）２つを満たしていること

○軽減申請は、最寄りの経済産業局等に提出する。
○ＨＰ：中小企業・個人向け支援情報→料金減免制度→特許料等の減免内容一覧→研究開発型中小企業
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm

研究開発型中小企業を対象とした減免制度②
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業種

製造業、建設業、運輸業その他の業種（ｂ～ｆを除く）

小売業

卸売業
サービス業

（ｿﾌﾄｳｪｱ業、情報処理ｻｰﾋﾞｽ業及び旅館業を除く）
旅館業

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く）

a
ｂ
ｃ
ｄ
e
ｆ

３００人以下

従業員数 資本金

５０人以下

１００人以下

２００人以下

９００人以下

３億円以下

５千万円以下

１億円以下

５千万円以下

３億円以下

産業技術力強化法で定める以下の「従業員数要件」又は「資本金額
要件」のいずれかを満たしていること

［証明書］
会社のパンフレット等とともに以下を添付
①従業員数要件→雇用保険、労働保険、賃金台帳等のコピー
②資本金額要件→登記簿謄本、定款、財務諸表等（コピーでも可）

中小企業要件

研究開発型中小企業を対象とした減免制度③
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研究開発要件①
（試験研究費等比率の場合）
＝売上の３％要件

（会社の場合）
前事業年度の試験研究費及び開発費の合計金額が総収入金
額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を
控除した金額（売上高）の３％を超えていること
（当該試験研究等にもっぱら従事する者の人件費含む）
※申請書提出日が前事業年度経過後２月以内の場合は、
前々事業年度の試験研究費及び開発費の合計額が対象になります。

［証明書］

○試験研究費等及び売上高等が記載された財務諸表（コピー可）
※一般的には、損益計算書に売上高及び試験研究費が明記されていれば、その財務諸表のコピー
を提出
※「試験研究費等」が区分経理されていない場合は、「中小企業者等の試験研究費の額等に係る
法人税額の特別控除に関する明細書」の控えのコピーでも可

○売上高が記載された公的な書類（財務諸表、確定申告書の控え等）の写し、帳簿等の写し（試験
研究費にあたる箇所に蛍光ペンで目印を付与）、試験研究費等の内訳をまとめた一覧表でも可

○分からないときは、税理士、公認会計士、中小企業診断士による証明書で対応可能
※次ページ参照

（具体的にどのような書類を提出すればよいかは最寄りの経済産業局等に要相談）

研究開発型中小企業を対象とした減免制度④
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第 期
事業年度

年 月 日から
年 月 日まで

総収入額
（売上高＋営業外収益＋特別利益） 円

研
究
開
発
費

人件費 円

原材料費 円

有形固定資産の減価償却費 円

外部委託費 円

円

計 円

参考 総収入金額における研究開発費比率の計算書

上記の金額であることを認めます。
平成○年○月○日

会社所在地
会社名
代表者 印

（研究開発費） 円
（総収入額） 円

＝ ％

※詳細は、各経済産業局知的財産室にご確認ください。

研究開発型中小企業を対象とした減免制度⑤
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研究開発要件
(研究者数比率の場合)

常勤研究者が２人以上で、
常勤の役員・従業員の合計人数の１／１０以上

事業開始後26月（個人事業主は27月）を経過せず、試験研究費等比率が算定困難な場合は、
次の要件が研究開発要件として認められています。

［証明書］

（会社の場合）
①及び②の書面が必要

①設立年月日を証する書面（登記事項証明書又はそのコピー）
②常勤の研究者数・常勤の役員数及び常勤の従業員数を確認できる書面

例：常勤の従業員数の証明
「労働保険概算・確定保険料申告書」の写し

研究開発型中小企業を対象とした減免制度⑥
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ａ：中小企業技術革新支援制度（ＳＢＩＲ）
の補助金等交付事業

★ＳＢＩＲ特定補助金一覧
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/sbir/
24fy/0711SBIR.htm

ｂ：承認経営革新計画における技術開発に
関する研究開発事業
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/souran/
2-1keiei/4-1keieikakusin.html

ｃ：認定異分野連携新事業分野開拓計画に
おける技術開発に関する研究開発事業
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/
index.html

ｄ：旧中小企業創造法における認定事業
ｅ：中小ものづくり高度化法に基づく認定計

画に従って行われる特定研究開発等の成果
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/souran/
2-1keiei/1-1koudokahou.html
［以上は中小企業庁ホームページ参照］

研究開発要件

（中小企業新事業
活動促進法等に
基づくａ～ｅの
認定事業の成果
によるもの）

［添付書類］
「出願された発明と事業の
成果との関連性を証する書
面」とともに、以下を添付

ａ：補助金交付決定通知書
＋補助事業計画書(写)

ｂ：承認書＋経営革新計画
(写)

ｃ：認定書＋異分野連携新
事業分野開拓計画(写)

ｄ：認定書＋研究開発等事
業計画(写)

ｅ：認定書＋特定研究開発
等計画(写)

※当該認定等事業計画開始後より、当該計画終了後２年以内に出願されたものに限定

以下の要件に該当すれば、３％要件を満たしていなくても対象となります。
研究開発型中小企業を対象とした減免制度⑦



※特許特会を収支相償で運営するため、今般の軽減制度導入と同時に、少なくとも減収見込み額見合いの料金
の引き上げを行う予定。

原因1：対象企業が限定的
a)赤字法人
b)研究開発型中小企業

（試験研究比率が収入金額の3％超）
c)中小・ベンチャー企業

（設立10年未満又は小規模企業）

原因２：手続きが煩雑 ※申請書類の作成等

原因３：軽減制度の認知不足

特許料金の軽減制度の現状と課題
 中小企業のうち、軽減制度を利用する企業の割
合は3分の1程度（約3,000社／約9,000社）。
→軽減制度が中小企業の知財活動を促進する
効果は限定的。

• 内国人の特許出願件数に占める中小企業の割合は15％程度であり、その知財活用は十分とは言えない状況。
• これまで、中小企業の知的財産権の取得・活用・保護に対するきめ細かい支援を拡充してきたが、中小企業に対する
特許料金の軽減制度については十分に利用されていない状況にある。

• このため、中小企業の知財活動を促進する起爆剤として、軽減制度の大幅見直しを行う。

 中小企業全てを対象とした料金軽減制度を
導入。

※審査請求料及び特許料（1～10年分）、国際出願手数料を1/2
軽減。

対応案・期待される効果

１．裾野拡大
• 黒字企業を含めた中小企業全体が対象となり、
知財を取得する中小企業の裾野が広がり、中小
企業による特許出願、活用が増加しうる。

２．手続の簡素化
• 中小企業を一律に対象とするため、中小企業であ
ることのみを証明すればよく、手続きが簡素化。周
知、広報内容も単純化。
※手続の簡素化の先行的取組として、現在、特許料納付の都度求めて

いる特許料の軽減申請書の提出を初回の特許料納付時のみとする
運用改正を実施。（H30.４施行）
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（参考） 中小企業の特許料金の一律半減制度の導入
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研究開発中の方、必見です



平成30年度中小企業等特許情報分析活用支援事業
特許情報分析に基づいて、無駄な研究開発投資を回避する研究開発戦略やオープン・クローズ戦略を策定す る
ことにより、個々の中小企業等における効果的な権利化等の知財活用を実現。

平成３０年度は支援を通じて得られた活用事例等の発信を通じて、特許情報分析の有用性を普及・啓発し
知財活用の裾野を拡大。

事業構想～研究開発段階

出願段階

審査請求段階

・中小企業等の費用負担が重い先行技術調査について、
各段階（右図）のニーズに応じた包括的な先行技術調査を支援し、
効果的な権利化等の知財活用が実現。
①「事業構想～研究開発」、「出願」段階 （30fy支援予定件数：100件）
・特許マップ等の作成及び企業訪問を通じた特許情報分析活用支援。
・利用者自己負担無し。
・29年度実績：90件
第一回公募
第二回公募
第三回公募
第四回公募
第五回公募

２０件採択（３５件応募のうち）
２０件採択（２７件応募のうち）
１３件採択（１８件応募のうち）
１７件採択（２４件応募のうち）
２０件採択（３４件応募のうち）

②「審査請求前」段階 （30fy支援予定件数：100件）
・特許出願したものについて先行技術調査報告書を提供。
・最低１万円の利用者自己負担有り（必須となる国内特許文献調査
は 各社７万円。外国文献等をオプションで追加可能）。
・29年度実績：108件

→これらの支援を通じて得られた活用事例の発信を行う。

支援策の概要 包括的な先行技術調査

①

②

新分野への進出、新製品の開発を目指す中小企業等の
研究開発戦略の作成を支援。

効果的な研究開発投資を促進。

中小企業に対するオープン・クローズ戦略の策定等、出願
戦略の策定を支援。

強い権利の取得、権利化可能性の向上。

公開特許文献等の調査を通じ、中小企業等の権利
取得判断を支援。

無駄な審査請求の回避。

※本事業は特許庁が平成２７年度から開始し。２９年度よりＩＮＰＩＴに移管されたもの。

ＩＮＰＩＴ 特許情報分析 で検索！
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②「審査請求前」段階①「事業構想～研究開発」、「出願」段階

分析会社
（ユーザーが指定）

受託事業者

②分析を実施
する者として
決定

④報告書
チェック

ユーザー
（中小企業等又は代理人）

①申請

⑤報告書
提供

④報告書
チェック

⑤報告書
提供

分析会社Ｃ分析会社Ａ 分析会社Ｂ

受託事業者

ユーザー
（中小企業等）

①申請

※3社以上から最も安価な分析会社に発注

委託
委託

③ヒアリング
（ニーズ把握）
・調査実施

②見積・発注※

特許情報分析活用支援事業の実施フロー

③調査実施

40
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情報は企業の財産
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TEL：03-3581-1101（内線3844）
E-mail：trade-secret@inpit.jpo.go.jp

お問い合わせ先

営業秘密相談窓口 で検索！

詳しくは、パンフレットまたは

営業秘密・知財戦略相談窓口～自社のノウハウを守りたい～
 知的財産戦略アドバイザー、知財専門家が営業秘密管理や知財戦略に関する相談に対応。

 知的財産戦略アドバイザーによる全国各地でのセミナー開催、営業秘密・知財戦略ポータルサイトに
おける情報発信、eラーニングコンテンツの提供等、中小企業を対象とした普及啓発を実施。
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充実した海外展開支援
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海外知的財産
プロデューサー

＜海外事業展開の知的財産面での支援＞
〇 事業に適した知財戦略策定
〇 模倣品等を見据えた進出国での権利化
〇 技術流出等に対応する社内知財体制構築 等

 海外知的財産プロデューサーが、中堅・中小企業等を全国どこでも無料で訪問し、海外ビ
ジネス展開に応じた知的財産リスクの低減、知的財産の管理・活用に関してアドバイス・
支援を行います。

支援（訪問等）

（独）工業所有権情報・研修館
知財活用支援センター
海外展開知財支援窓口
TEL：03-3581-1101（内線3823）
E-mail：PA8200@inpit.jpo.go.jp

お問い合わせ先

研究開発
権利化

事業化
海外展開 侵害対策

会場内にあるパンフレットをご参照ください。

海外進出中堅・中小企業

【全般】海外展開知財支援窓口（無料訪問支援）
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 外国特許庁への出願手数料、代理人費用、翻訳費など外国出願に
係る費用の半額を助成

上限額：
１企業に対する上限額：300万円（複数案件可能）
案件ごとの上限額：
・特許150万円、・実用新案・意匠・商標60万円、・冒認対策商標（※）：30万円
※冒認対策商標：第三者による抜け駆け出願（冒認出願）の対策を目的とした商標出願

外国出願補助金 で検索！

外国出願補助金

※補助事業者＝都道府県中小企業支援センター等(地域実施機関)及びジェトロ(全国実施機関)
●支援決定後に発生した費用を助成。



 海外での模倣品の製造元や流通経路の調査や調査結果に基づく模倣
品業者への警告書、行政摘発等の費用の2/3を助成。
上限は400万円。

模倣品対策支援

本事業のポイント
1．通常で調査するよりも割安！

 国内代理人（弁理士等）の介在が不要、仲介のJETRO人件費は別途、国が負担。
 自社が負担できる金額に応じて調査費用を決定できます。

2．申請にあたってJETROの全面支援が得られます！
 「中小企業」で、当該国で「権利を有していること」、「被害の何らかの証拠があること」等が要件。
 JETROが事案をヒアリングして調査会社を紹介します。

3．申請をすれば、繰り返しての利用が可能！
 模倣品は継続して叩くことが大事。だから何度でもサポート！
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中小企業等海外侵害対策支援事業

で検索！



 他社から権利侵害を提訴された場合の知財訴訟費用を賄う海外知財
訴訟費用保険の加入に要する費用を助成

事業概要
 中小企業の保険加入掛金１/２を補助
 対象は日本商工会議所、全国商工会連合会、全国
中小企業団体中央会の会員企業

お問合せ先
日本商工会議所 03-3283-7832
全国商工会連合会 03-3283-7832
全国中小企業団体中央会 03-3523-4904

【事業イメージ】

①補助金交付

③保険掛金の支払い

保険料

④事故が発生した際の
保険金支払い ②保険の申込み

（本来の掛金の1/2を支払）

警
告
・
提

訴 対
抗
措
置

海外企業

知財係
争

全国の会員企業のうちの中小企業等

日本商工会議所
全国商工会連合会

全国中小企業団体中央会

特許庁

掛
金

海外知財訴訟保険
の引受保険会社

保
険
金

補
助
金
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海外知財訴訟費用保険
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終わりに
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知財戦略は、経営戦略
事業全体における知財取得の目的（経営層の本気度）が
権利化・活用プロセスに反映される

経営者
の判断

研究者
デザイナー
営業担当者
知財担当者
の意識

知財戦略は百社百様。
事業の実情に沿った
クリエイティブな
知財戦略を。
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何かございましたら下記までお問い合わせください。

Copyright (C) 2018 中部経済産業局特許室 All Rights Reserved.

◆中部経済産業局 知的財産室
０５２－９５１－２７７４

ご清聴ありがとうございました
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