
知的財産に関する⽀援制度について

令和3年3⽉29⽇
北海道経済産業局 知的財産室

〜特許料等減免制度・中⼩企業等外国出願⽀援事業〜
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ノウハウ

発明 デザイン

ブランド

知的財産︓
⼈間の知的創造活動の成果

知的財産権︓
知的財産を法令で保護

特許権

実⽤新案権

意匠権

著作権

商標権

など

など

事業活動
技術開発

営業活動
商品企画

デザイン設計製造

参考︓知的財産基本法第２条

知的財産・知的財産権とは



産業財産権のイメージ

JPO

・物品のデザインを保護

・物、⽅法、製造⽅法の
発明を保護

・商品やサービスに使⽤する
マーク（⽂字、図形等）を保護

ブランド名

実⽤新案権

・物品の構造、形状に係る
考案を保護

意匠権
特徴的な
デザイン

特許権
洗浄技術

商標権 JPO

開け閉めしやすい
フタの形状
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■差⽌請求ができます
■損害賠償請求ができます
■不当利得の返還請求ができます

・侵害した者の故意、過失は不要︕︕

■信⽤回復措置請求ができます
強⼒な権利︕

・⾃分たちが築き上げてきた技術・デザイン・信⽤を守ることができます。
・お客様、取引先に安⼼して取引して頂けます。

権利侵害に対しては…

権利があると何ができるの︖（１）
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裏を返せば（権利侵害すると…）

■差⽌請求されます

■損害賠償を請求されます

■不当利得の返還を請求されます

→販売・広告の停⽌、商品の廃棄、製造ラインの廃棄など

→「過失の推定（知らなかったという⾔い訳ができない）」あり

■信⽤回復措置請求されます

さらに・・・故意の場合は
■刑事罰に処されることもあります
→１０年以下の懲役もしくは千万円以下の罰⾦、または両⽅

強⼒な権利︕

権利があると何ができるの︖（２）
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売り込み・提案

勝⼿に
特許化
勝⼿に
特許化

当社 取引先

⾃社開発しながらも
ライセンス料を⽀払うことに・・・

ライセンス料を要求

トラブル事例①
取引先に売り込みに⾏ったところ、取引先が勝⼿に権利化してしまった。

知的財産を軽視した場合のトラブル事例①

（例）⼤企業と共同開発交渉を⾏ったが、契約には⾄らず。
ところが、情報が勝⼿に利⽤され、取引先から特許出願が⾏われた。
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■多くの場合、以下の事例等をきっかけに知財の重要性を認識



トラブル事例②
突然、他社から侵害に対する警告を受けた。

当 社 他 社
檸
檬
美
⼥

地元名産のレモンを使⽤した
ジュース「檸檬美⼥」を販売。
インターネットで話題に。

インターネットを⾒た業者が警告。
「檸檬美⼥」は俺の商標だ︕
使⽤するな︕

警告

知的財産を軽視した場合のトラブル事例②
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知財は経営に活かしてこそ

意味があります︕
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北海道よろず⽀援拠点

相 談

⽀ 援

中
⼩
企
業
等

知財のご相談はINPIT北海道知財総合⽀援窓⼝まで

お問い合わせはこちら︕
INPIT北海道知財総合

⽀援窓⼝
（北海道発明協会）
札幌市北区北7条⻄4丁⽬
KDX札幌ビル5階
TEL︓011-747-8256
FAX︓011-747-8253
E-mail︓chizai@jiii-h.jp
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知
財
総
合
⽀
援
窓
⼝

専⾨性の
⾼い相談

配置専⾨家
（予約制）

●弁理⼠(毎週⽉・⽔曜⽇)
●弁護⼠(毎⽉第4⾦曜⽇)

訪問を必要と
する場合

窓
⼝
担
当
者

 中⼩企業等が企業経営の中で抱えるアイデア段階から事業展開、海外展開までの幅広い知的財産
の課題を、ワンストップで解決する⾝近な⼀元的な窓⼝を設置。

 経験豊富な企業OB等の窓⼝担当者が、相談内容に応じたアドバイスを⾏う。弁理⼠や弁護⼠など
の専⾨家のアドバイスも無料で受けられる。

連
携

弁理⼠、弁護⼠、中⼩企業診断⼠、
デザイナー、ブランド専⾨家 等

⽀援例
・中⼩企業等の企業経営における知的財産意識の動機付け
・特許、商標等の出願様式や出願料の説明
・知的財産に関する各種⽀援施策の紹介

◆道内8地域にサテライトがあります。各サテライトと知財総合⽀援窓⼝をテレビ
会議システムでつなぎ、対⾯相談ができます。
サテライト︓札幌⼤通、旭川、帯広、釧路、苫⼩牧、北⾒、函館、室蘭

・知的財産制度の概要説明
・先⾏技術調査の検索指導
・類似技術、デザイン、名称等の検索指導

など
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特許料等の減免制度
■中⼩企業等の「出願審査請求料」、「特許料(1〜10年分)」及び「国際出願に係る⼿数料」を軽減。
■２０１９年4⽉1⽇以降に出願審査請求・国際出願をする案件から、対象要件が変更となった。
軽減対象が全ての中⼩企業に拡⼤され、減免申請の⼿続きが⼤幅に簡素化。

【対象者及び軽減率】
軽減率

対象 出願審査請求料、
特許料1〜10年分

国際出願に
関する⼿数料

中⼩企業 1/2に軽減 1/2に軽減

法⼈税⾮課税中⼩企業 1/2に軽減 軽減なし

研究開発型中⼩企業 1/2に軽減 1/2に軽減

⼩規模・中⼩ベンチャー企業 1/3に軽減 1/3に軽減

福島特措法の認定中⼩企業 1/4に軽減 1/4に軽減

⼤学等研究者、⼤学、⾼等専⾨学校、TLO、
公設試験研究機関 等 1/2に軽減 1/2に軽減

※2019年4⽉1⽇以降に出願審査請求・国際出願をする案件に適⽤

詳細については、特許庁HPでご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html


■北海道中⼩企業総合⽀援センターと、全国実施機関のJETROを通じて、中⼩企業等の外国出願に
かかる費⽤の半額を助成。

対象となる
出願

⽇本国特許庁に対して、特許・実⽤新案・意匠・商標（冒認商標含む）の国内出願をしたもので、
採択後に外国特許庁に出願するもの ※⽇本国特許庁の出願には、PCT国際出願、ハーグ出願、マドプロ出願を含みます。

対象となる
費⽤

【補助率・上限額】
・補助率︓1/2
・上限額︓1企業に対する上限額︓300万円（複数案件の場合）

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

【対象経費】
・外国特許庁への出願料
・国内・現地代理⼈費⽤
・翻訳費⽤ 等
※補助⾦採択決定後、
年度内に発⽣するものに限定

【地域実施機関】
北海道中⼩企業総合⽀援センター
企業振興部助成⽀援グループ
札幌市中央区北１条⻄2丁⽬
経済センタービル9F
TEL︓011-232-2403
FAX︓011-232-2011
E-mail︓info@hsc.or.jp

【全国実施機関】
独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構
（JETRO）
知的財産課 外国出願デスク
TEL︓03-3582-5642

補助事業者（2020年度）

中⼩企業等外国出願⽀援事業〜外国出願費⽤の半額を助成します〜
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(参考）中⼩企業等外国出願⽀援事業

参考︓2020年度公募時期
2020年5⽉1⽇（⾦）〜6⽉5⽇（⾦）

公益財団法⼈ 北海道中⼩企業総合⽀援センター ⽀援案件

（2020年度の採択件数）
9事業者、10件

＜過去の活⽤事例＞

■2020年度、公益財団法⼈北海道中⼩企業総合⽀援センターを通じて、9事業者10件を採択。

JAひがしかわでは、町の農業ビジョンの⽅針に基
づき、海外展開を拡⼤するため、地域団体商標
「東川⽶」について本事業を活⽤し商標を出願。

同社では、ロングセラーが⾒込まれる製品を中⼼
に家具の意匠を出願し、模倣品対策と販売店と
の信頼構築を⾏い、欧⽶を中⼼に海外展開して
いる。

商
標

JAひがしかわ（東川町）

意
匠

株式会社カンディハウス（旭川市）

特許 5件

商標 3件

冒認対策
商標 2件

採択件数の内訳
（2020年度）
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海外知的財産プロデューサーのご紹介 〜海外展開にあたっての「転ばぬ先の杖」〜

海外進出、海外事業展開における様々なお困りごと、悩みごとを
ご相談ください。海外知的財産プロデューサーが、全国どこでも無
料でお伺いし、各社の状況に応じたアドバイス・⽀援を⾏います。

海外知的財産プロデューサーが無料でお伺いします

セミナー・講演会にて無料で講師派遣いたします
地⽅⾃治体や中⼩企業⽀援機関が主催するセミナー
や講演会、中⼩企業における社内研修へ無料で派遣。
海外知的財産プロデューサーがノウハウを提供します。

 企業での豊富な知的財産経験と海外駐在経験を有するスペシャリスト「海外知的財産プロデュー
サー」が、海外への事業展開で⽣じる知的財産⾯のリスクについて、無料で訪問⽀援を実施。

（独）⼯業所有権情報・研修館
海外展開知財⽀援窓⼝
TEL︓03-3581-1101（内線3823）
E-mail︓ip-sr01@inpit.go.jp

お問い合わせ先
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知財戦略アドバイザーのご紹介 〜営業秘密守れていますか︖〜

知的財産戦略アドバイザーや弁護⼠等の専⾨家が無料で
出張訪問し、貴社の状況に応じた営業秘密管理や知財戦略
に関する相談をお受けし、アドバイスを⾏います。

具体的には、各会社の実情に合わせて秘密情報の抽出・整
理、社内勉強会の実施、運⽤ルールの整備など計画的な⽀
援を⾏います。

知財戦略アドバイザーが無料でお伺いします

セミナー・講演会へ無料で講師を派遣します
地⽅⾃治体や中⼩企業⽀援機関が主催するセミ
ナーや講演会、中⼩企業における社内研修へ無料で
派遣。知財戦略アドバイザーがノウハウを提供します。

 営業秘密の管理⼿法、営業秘密の漏えい等に関して、「知的財産戦略アドバイザー」が無料相談・
訪問⽀援を実施。

（独）⼯業所有権情報・研修館
営業秘密・知財戦略相談窓⼝
TEL︓03-3581-1101（内線3844）
E-mail︓trade-secret@inpit.go.jp

お問い合わせ先
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何かお困り事がありましたら
お気軽にお尋ねください︕

北海道経済産業局 知的財産室
電話︓011-709-2311(内線2586）


