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１．2017年度下半期の活動実績 

1. Activities in the latter half of FY2017 

（１）WGミーティング 

(1) WG meeting 

全 1回のWGミーティングを行った（2018年 3月 23日）。 

We held WG meetings on March 23, 2018. 

 

（２）各プロジェクトグループの活動 

(2) Activities of each project group 

① NOIPに対する審査促進制度の導入について意見集約・伝達 

① Collecting and delivering opinion to NOIP on acceleration of patent examination 

・NOIPの審査期間や審査能力について、WGメンバーから情報収集。 

・審査促進に関する具体的な提言内容について、WG メンバーから意見収集（PPH 枠の拡

大、優先審査制度の導入、等）。 

・Collecting any information from WG members with respect to the examination level 

and period of NOIP 

・Collecting concrete opinion from WG member with respect to acceleration of patent 

examination, such as expansion of PPH and introducing the prioritized examination. 

 

② NOIP審査官に対する技術説明会 

② Meeting with Examiners in NOIP in order to explain technology 

・ベトナム特許庁（ＮＯＩＰ）で、第３回技術説明会を 2018年 3月 2日に行った。 

・第 3 回技術説明会は、スライドファスナーの構造と技術について、ＹＫＫグループより

行った。 



・ＮＯＩＰ参加者は、ＳＯＮ 副長官（Deputy Director General Phan Ngan Son）他、

審査官約２０名が参加した。 

・The third technical explanation meeting was held at NOIP (National Office 

of Intellectual Property of Vietnam) on March 2, 2018. 

・At the meeting, YKK Group explained the structure and technology 

concerning slide fasteners. 

・Participants from NOIP were Mr. Ngan Son, Deputy Director General of 

NOIP and about 20 examiners.  

  

③ VIPRIとの特許ワークショップ 

③ Patent Workshop with VIPRI 

・特許を題材とする VIPRI(Vietnam Intellectual Property Research Institute)とのワーク

ショップを計画中。 

・VIPRIの位置づけを考慮し、権利活用時に有益となるテーマ選定中。 

・権利行使時の権利範囲の解釈の考え方等、日本での事例紹介を含める予定。 

・Planning the Workshop on the subject of Patent with VIPRI (Vietnam Intellectual 

Property Research Institute). 

・In consideration of the position of VIPRI, selecting themes that are beneficial when 

utilizing Patent rights. 

・Planning to include case studies in Japan, such as how to interpret the scope of Patent. 

 

２．2018年度の活動予定 

2. Schedule of FY2018 

① NOIPに対する審査促進制度の導入について意見集約・伝達 

① Collecting and delivering opinion to NOIP on acceleration of patent examination 

・2018年度前半に NOIPとの面談機会を設定し、WGとしての意見を NOIP に伝達。 

・Planning the opportunity to have the face to face meeting with NOIP in the first half of 

FY2018, then convey the opinion to NOIP. 

 

② VIPRIとの特許ワークショップ 

② Patent Workshop with VIPRI 

・2018年度中の開催を目指し活動推進。テーマ選定、情報収集、資料作成、VIPRI側への

打診・日程調整を行い、2018年度中に開催を目指す。 

・Promoting activities aiming for holding during 2018.  Theme selecting, information 

gathering, document preparation, and schedule adjustment to VIPRI, and then aim for 

holding in 2018. 



以上 


