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１．2018年度上半期の活動実績 

1. Activities in the former half of FY2018 

（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 10月 19日）。 

We held WG meetings on October 19, 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 

・ベトナム特許庁（ＮＯＩＰ）との意見交換会を 10/12に計画 

・ＷＧメンバー内にて、審査促進に係る具体的申入れ事項について協議実施 

・ＰＰＨの上限数拡大、日本の優先審査制度の紹介、技術説明会の活用、等についてＮＯ

ＩＰへ申入予定 

・Dialogue with NOIP will be planning on 12th Oct.. 

・Actual items to be requested to NOIP were discussed among WG members. 

・Expansion of the number cap for requesting PPH, introduction of Accelerate 

Examination System in Japan and utilizing Technical Explanation Meeting will be 

requesting to NOIP. 

 

② NOIP審査官に対する技術説明会、意匠説明会 

② Meeting with Examiners in NOIP in order to explain technology and design 

i) ヤマハ発動機 



i) Yamaha Motor Co., Ltd. 

・ベトナム特許庁（ＮＯＩＰ）で、第４回技術説明会を 2018年 6月 8日に行った。 

・第４回技術説明会は、LMW (Leaning Multi Wheeler)技術についての特徴的なポイント

について、ヤマハ発動機より説明を行った。 

・ＮＯＩＰ参加者は、Hai第 1特許部副部長(Deputy Director of Invention Division No. 1 

Phan Thanh Hai)他、審査官約１５名が参加した。 

・The fourth technical explanation meeting was held at NOIP (National 

Office of Intellectual Property of Vietnam) on June 8, 2018. 

・At the meeting, Yamaha Motor explained the characteristic points of LMW 

(Leaning Multi Wheeler) technology. 

・Participants from NOIP were Mr. Phan Thanh Hai, Deputy Director Invention 

Division No. 1 NOIP and about 15 examiners.  

 

ii) ヨネックス 

ii) YONEX Co., Ltd. 

✓ ベトナム知財庁（ＮＯＩＰ）で、第１回デザイン説明会を 2018年 8月 23日に行った。 

✓ 第 1 回デザイン説明会では、バドミントンラケットのデザイン、特に模様の重要性に

ついて、YONEXより説明した。 

✓ ＮＯＩＰ参加者は、ラム副長官（Deputy Director General Lam）、チュアン意匠審

査長（Head of Industrial Design Division）他、意匠審査官 4名が参加した。 

✓ The first design explanation meeting was held at NOIP (National Office of 

Intellectual Property of Vietnam) on August 23,2018. 

✓ At the meeting, YONEX explained the design of badminton racket – especially 

focusing on the patterns. 

✓ The participants from NOIP were Mr. Lam, Deputy Director General of NOIP, Mr. 

Tuan, Head of Industrial Design Division and 4 industrial design examiners. 

 

iii) YKK 

iii) YKK Corporation 

✓ 2018年 3月 2日に行った技術説明会では、2012年ベトナム出願 2件と 2016年ベトナ

ム出願の 3件について技術説明を行った。 

現在、2012 年出願 2 件については、ファーストアクションを受け取った。2016 年出

願 3件については、進捗がない。 

In the Technical Explanatory Meeting held on March 2, 2018, technical 

explanation was made with regard to two Vietnamese applications filed 

in 2012 and three Vietnamese applications filed in 2016. 



A first office action has been already received in each of the two 2012 

applications; whereas, as for the three 2016 applications, there has been 

no progress. 

 

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。 

・VIPRI と 2018 年 10 月 11 日に事前ミーティングを行い、具体的なテーマ・要望等につ

いて情報交換実施。 

・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. 

・Conducting information exchange on concrete themes by conducting preliminary 

Meeting with VIPRI on October 11, 2018. 

 

２．2018年度下半期の活動予定 

2. Schedule of the latter half 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 

・10/12に実施するベトナム特許庁（ＮＯＩＰ）との意見交換会の効果をフォロー 

・Keeping watching on the effectiveness of the dialogue with NOIP on 12th Oct.. 

 

② VIPRIとの特許ワークショップ 

② Patent Workshop with VIPRI 

・事前Meeting(2018年 10月 11日)の結果を踏まえて、テーマ選定、資料作成、VIPRI側

との日程調整を行い、2018年度中に開催を目指す。 

・Based on the results of the preliminary Meeting (October 11, 2018), theme selecting,  

materials preparation, schedule adjustment to VIPRI, and aim for holding in 2018. 

 

以上 


