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はじめに 
 日本貿易振興機構（ジェトロ）では、海外で
の産業財産権に係る係争に巻き込まれており、
次に掲げる係争への対抗措置を行おうとする中
小企業等に対し、当該対策にかかった係争費用
の2/3（最大500万円）を助成します。 

 

＜助成対象となる係争＞ 
助成対象となる係争とは、以下の場合を指します。 

（詳しくは、9ページをご覧ください） 

 

①冒認出願等で産業財産権を先取りした外国企業から
訴えられてしまった場合。 

②無審査によって取得できる産業財産権が並存してい
ることにより、相手方外国企業から権利侵害を主張さ
れている場合。 

③産業財産権を保持しつつも事業を実施していない企
業(いわゆるパテント･トロール)から権利侵害で訴えら
れてしまった場合。 
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1.申請 
(1)申請までの流れ 

4.申請条件を満たしているかをご確認下さい。 

↓ 

具体的な被害状況、係争内容、申請条件等に
ついて確認させていただきたいため、事前に
ジェトロ知的財産課までご連絡下さい。 

↓ 

申請書に必要事項を記入し、添付書類を添え
てジェトロ知的財産課までご提出下さい。 
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1.申請 
(2)申請受付期限 
 

2016年10月31日（月）17:00厳守 

（期限内随時受付） 

• 申請時期が遅くなりますと助成対象期
間も短くなりますので、お早めにお申
込みください。 

• 助成枠が一杯となり次第、締め切りと
させていただきます。 

• 申請受付期限内に到着した場合でも、
書類に不備がある場合は受付となりま
せんのでご注意ください。 

• 本事業の助成対象は採択後から2016年
12月31日までに発生した経費となりま
す。また、2017年1月31日までに実績
報告書をご提出下さい。2017年2月に支
払手続きに移行させていただきます。 
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2.提出書類 
以下の書類をご提出下さい（申請者が法人
の場合。詳しくは別紙2をご参照下さい）。 

• 申請書 

 申請書は、下記のジェトロのウェブサイ
トから入手することができます。    

http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/ 

• 登記簿謄本の写し 

• 会社の事業概要 

• 直近の決算書の写し等  

• 係争国での産業財産権の権利証の写し等
（9ページの４．申請条件(2)①に該当の場合は、日本
での産業財産権の権利証の写し） 

• 係争が始まったことを証明する書類等 

• 暴力団排除に関する誓約事項及び役員名
簿 

http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/
http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/
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3.審査 
  

ご提出いただいた書類の内容・申請者及び
弁護士等代理人との面談に基づき、採否の
決定を行います。採否の結果については申
請者にお知らせします。 
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4.申請条件 
以下の条件(1)～ (3)を満たすこと 

(1)申請者が次の条件を満たす中小企業等で
あること。 
 

①中小企業基本法に基づく中小企業の要件を満たす法
人であること（別紙1を参照）。 

 ※ただし地域団体商標については、地域団体商標の
登録を受けることができる者のうち、事業協同組合そ
の他の特別の法律により設立された組合、商工会、商
工会議所及び特定非営利活動促進法（平成１０年法律
第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人。 

 

②係争対象国で係争に関連する産業財産権を保持、も
しくはその実施権を得ていること。 

 ただし、(2)①の冒認出願による係争の場合は、係
争の対象となっている産業財産権を日本で有している
こと。 
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4.申請条件 
③係争対象国で警告状又は訴状等の係争が始まった
ことを示す証拠があること。 

 なお、申請前に既に弁護士への相談等係争活動に
着手されている案件であっても申請できるものとす
る。 

 

④ジェトロ以外の機関から、同様の補助を受けてい
ないこと。 

 

⑤本事業終了後３年の間に判決、和解などの係争に
係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義
務を負えること。 

 

⑥ジェトロと常に連絡を取れる担当者が置けること。 

 

⑦申請書類提出前に、原則、申請者及び弁護士等の
代理人と、ジェトロ本部（東京）にて面談の機会を
設けること。 
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4.申請条件 
(2)申請者が次のいずれかの場合に関する係
争に巻き込まれている中小企業等であるこ
と。 
 

①冒認出願等により係争対象国での産業財産権を現
地企業（原則として日系企業を除く。）に先取りさ
れているため係争となっていること。 

 

②係争対象国において無審査によって取得できる産
業財産権が、出願日の前後を問わず、現地企業（原
則として日系企業を除く。）との間で並存している
ため係争となっていること。 

 

③係争対象国での産業財産権を保持しつつも、事業
を実施していない現地企業（原則として日系企業を
除く。）から権利行使され、係争となっていること。 

 

(3)海外知財訴訟保険の適用案件ではないこ
と。 
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5.助成内容 
(1)採択より2016年12月31日までの期間に
発生する係争費用（弁護士・弁理士への相
談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和
解に要する費用）が対象。 

 

(2) 1申請者あたりの助成金額は係争費用の
2／3（助成上限額500万円）。 

 

※係争の結果支払うこととなった損害賠償
額及び和解金は含まない。 

※相手方の産業財産権に対抗して無効にす
る措置等に要した経費を含む。 

※原則として1申請者に1申請／年度とし、
複数回の申請は認めない。 
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6.助成金の支払い 
• 補助対象者には、本事業実施期間満了後、

2017年1月31日までに実績報告書をご提
出いただきます。 

 ※実績報告書とは、係争活動の経緯及び経費支払の実績を  

  記載のうえ、提出いただくフォームです。本報告書に基づき、 

  ジェトロは支払額を確定のうえ、申請者に助成金をお支払い 

  します。 

 

• 交付すべき助成金の額を確定した後、補
助対象者に通知の上助成金をお支払いし
ます。 

 ※原則、事前の概算払いはいたしません。 
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7.注意事項 
• ご提出いただいた書類などは返却いたし

ません。 

• 申請内容・実施結果は公開しません。た
だし、普及・啓発の観点から、結果概要
の公表にご協力をお願いすることがあり
ます。 

• 交付の申請の取り下げを希望する場合に
は、ジェトロに申出書を届け出てくださ
い。 

• 本事業の経費については、廃止の承認を
受けた場合を含め、帳簿及び証拠書類を
本事業の完了した年度の終了後５年間、
ジェトロの要求に応じていつでも閲覧に
供せるように保存してください。 

• ジェトロの承諾を得ずに、本助成金交付
決定によって生じる権利の一部または全
部を第三者に譲渡し、または継承させる
行為は禁止します。 
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7.注意事項 
• 外的要因等により、本事業の遂行が困難と

なった場合には、速やかに事故報告書を提出
してください。 

• 申請者が次のいずれかに該当する場合、ジェ
トロは交付決定の全部もしくは一部を取り消
し、変更します。 

 ①ジェトロの処分もしくは指示に違反した場 

 合。 

 ②助成金を本事業以外の用途に使用した場合。 

 ③本事業に関して不正、怠慢、その他不適当 

 な行為をした場合。 

 ④事情の変更等により、本事業の全部又は一 

 部を継続する必要がなくなった場合。 

 ⑤暴力団排除に関する誓約事項に違反した場 

 合。 

 ⑥本支援対象案件が、他の海外知財訴訟保険  

 の適用案件である場合。 
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8.書類提出先・ 
お問い合わせ先 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

知的財産・イノベーション部 知的財産課  

 宇都宮、櫻井、山本、小野 

 

〒107-6006  

東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階 

 

電話：(03)3582-5198  FAX：(03)3585-7289   

E-mail：CHIZAI@jetro.go.jp 

 

 

mailto:CHIZAI@jetro.go.jp
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（別紙1） 
中小企業基本法に基づく中小企業の要件を満たす法人 
・資本金基準又は従業員基準のいずれかを満足する企業 
 
 
主たる事業として営んでいる業
種 

資本金基準 
資本金の額又は出資の総額 

従業員基準 
常時使用する従業員の数 

製造業、建設業、運輸業、その
他の業種（下記以外） 

3億円以下 
  

300人以下 

卸売業 1億円以下 100人以下 

サービス業（情報サービス業を
含む） 

5千万円以下 100人以下 

小売業 5千万円以下 50人以下 

※常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時
の従業員を含まない。 
※法人格のない個人事業者を含む。 
※NPO法人は含まない（NPO法人とは、「非営利」で
規約等がある民間組織をいう。） 
 ただし、以下の項目に該当する中小企業を除く。 
・発行済み株式の総数又は出資金額の2分の1以上が、  

同一の大企業（特定ベンチャーキャピタル、中小企業
投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除く）の
所有に属している法人（以下、みなし大企業という）。 
・発行済み株式の総数又は出資金額の2分の1以上が、

同一のみなし大企業（特定ベンチャーキャピタル、中
小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除
く）の所有に属している法人。 
・発行済み株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複

数の大企業（特定ベンチャーキャピタル、中小企業投
資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除く）の所
有に属している法人。 
・役員の総数の2分の1以上を大企業（みなし大企業含

む。特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成株
式会社、投資事業有限責任組合を除く）の役員又は職
員が兼ねている法人。 
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（別紙2） 
添付書類 
 

提   出   書   類 
部 
数 

法
人 

1. 登記簿謄本の写し（現在事項全部証明書） 
2. 会社の事業概要（注１） 
3. 直近の決算書（貸借対照表及び損益計算書）の写し等 
4. 係争国での産業財産権の権利証の写し。出願中の場合は

出願書類、公報等（注２） 
5. 係争が始まったことを証明する書類等 
6. 別紙の暴力団排除に関する誓約事項及び役員名簿 
7. その他補助事業者が定める事項 

  

各
１
部 

個
人
事
業
者 

1. 住民票の写し 
2. 事業者の概要（注１） 
3. 直近の確定申告書の控え等 
4. 係争国での産業財産権の登録書の写し。出願中の場合

は出願書類、公報等（注２） 
5. 係争が始まったことを証明する書類等 
6. 別紙の暴力団排除に関する誓約事項及び役員名簿 
7. その他補助事業者が定める事項 

 
 
 
 

各
１
部 

 

事
業
協
同
組
合
等 

1. 定款  
2. 組合員名簿 
3. 係争国での産業財産権の権利証の写し。出願中の場合は

出願書類、公報等（注２） 
4. 係争が始まったことを証明する書類等 
5. 別紙の暴力団排除に関する誓約事項及び役員名簿 
6. その他補助事業者が定める事項 

 

 
 
 
 

各
１
部 

 

注１：法人における「会社の事業概要」及び個人事業者における「事業者の概要」に
ついては、それぞれ事業概要が明記されているパンフレットによる代用が可能。 
注２：４．申請条件(2)①に該当する係争の場合は、対象となる産業財産権の日本で
の権利証の写し。 
 
その他： 

・添付書類が日本語又は英語以外の言語で書かれている場合は、日本語又は英語の翻
訳文の提出を求める場合がある。 

・申請書については可能な限りマイクロソフトオフィス・ワード形式で電子メールに
て提出する。 
 


