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【１】～あなたの「地域団体商標」、更新が必要じゃないですか？～ 

       「地域団体商標の存続期間更新」のお知らせ（特許庁）     

【２】～あなたの近くに審判官が参ります！～ 

   《巡回審判》・《出張面接》・《テレビ面接》のご紹介（特許庁） 

【３】～予想される進展技術テーマの特許技術動向は？～ 

   「特許出願技術動向調査等報告」のお知らせ（特許庁） 

【４】～直感的な検索インターフェイスの使い勝手をお試しください！～ 

   「新検索ツール Madrid Monitor のベータ版（参考訳）」のご紹介（特許庁） 

【５】～君のひらめきを特許権にしよう！～ 

   「平成 28 年度パテントコンテスト」開催のお知らせ（INPIT） 

【６】～君のデザインを意匠権にしよう！～ 

   「平成 28 年度デザインパテントコンテスト」開催のお知らせ（INPIT） 

【７】■再掲情報■ 

------------------------------------------------------------------------ 

２．内 容 

------------------------------------------------------------------------ 

【１】「地域団体商標の存続期間更新」のお知らせ（特許庁） 

------------------------------------------------------------------------ 

 地域ブランドを商標権として保護し、地域活性化に資するために平成 18 年に 

地域団体商標制度が設立されて、10 年が経過しました。  

 商標権の存続期間は登録日から 10 年です。「地域団体商標」の権利を維持する 

には、更新手続が必要となります。 

 当該商標権の存続期間満了前 6 月から満了の日までに特許庁に対して、更新登 

録申請と更新登録料の納付により、権利を更新することができます。 

 

【お問合せ先】特許庁 審査業務部 審査業務課 登録室 商標担当 

       TEL：03-3581-1101 内線 2712～2713 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/t_dantai_syouhyou/osirase_kosin.pdf 

------------------------------------------------------------------------ 

【２】《巡回審判》・《出張面接》・《テレビ面接》のご紹介（特許庁） 

------------------------------------------------------------------------ 

《巡回審判》 

 地域の中小企業等の支援を目的として、全国各地で巡回審判を行っています。 

 巡回審判とは、特許、実用新案、意匠、商標の無効審判や商標の取消審判等の 

請求人や被請求人の地域に、審判合議体と審判書記官が出向き、口頭審理を行う 



ものです。 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

 https://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/jyunkai.html 

 

《出張面接》 

 全国各地域の中小・ベンチャー企業等の審判請求に係る拒絶査定不服審判事件 

について、審判請求人及びその代理人と審判合議体とが、拒絶査定不服審判の審 

理に関する意思疎通を図り、審理の促進に役立てるために直接会って行う面接で 

す。 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

 https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tihou_mensetu.htm 

 

《テレビ面接》 

 平成 25 年 4 月に、特許庁は、特許庁と各特許室を ISDN 回線で結ぶ従来のテ 

レビ会議システムを廃止し、インターネット回線を利用した新たなテレビ会議 

システムを導入しました。これにより、特許出願人等が自身の PC から面接審査 

に参加して、審査官とコミュニケーションを図ることが可能となっています。 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽          

 https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/telesys_mensetu.htm 

------------------------------------------------------------------------ 

【３】「特許出願技術動向調査等報告」のお知らせ（特許庁） 

------------------------------------------------------------------------ 

 特許庁では、市場創出に関する技術分野、国の政策として推進すべき技術分野 

を中心に、今後の進展が予想される技術テーマを選定し、特許出願技術動向調査 

を実施しています。 

 特許情報の分析に基づく技術動向調査は、先端技術分野等の出願状況や研究開 

発の方向性を明らかにし、企業や大学等における研究開発テーマや技術開発の方 

向性を決定する上で極めて有効なものと考えられます。 

 さらに、企業のグローバル活動に伴う、世界規模での特許出願動向の基礎資料 

として、各国・機関における特許出願動向調査―マクロ調査―も実施しています。 

 

【平成 27 年度実施テーマ】 

 ・通常型テーマ： 

   衛星測位システム、冷陰極型電子源、自動車用予防安全技術 

   鉄道管制システム、ナノファイバー 等 

 ・中国特化型テーマ： 

   液晶表示素子、ターニングセンタ及びマシニングセンタ 

   香料関連技術、GTL（Gas to Liquids）関連技術 等 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/gidou-houkoku.htm 

------------------------------------------------------------------------ 



【４】「新検索ツール Madrid Monitor のベータ版（参考訳）」のご紹介（特許庁） 

------------------------------------------------------------------------ 

 マドリッド・システムに登録された国際標章に関する情報が、より簡易に検索 

できるようになります。 

 新検索ツール「Madrid Monitor」は、現在アクセス可能な ROMARIN、 WIPO  

Gazette of International Marks、 Madrid Electronic Alert、及び Madrid Real- 

time Status の機能及び情報を一つに統合したアプリケーションです。 

http://www.wipo.int/branddb/wo/en/ 

【新機能】直感的な検索インターフェイスの導入によりあなたの調べたい商標 

          の登録簿に記録されたすべての情報にアクセスすることができます。 

 

 Madrid Monitor の開発は E-Madrid 構築の始めの第一歩となりますが、マドリッ 

ド登録部は標章の管理という長期的な視野においてオンライン・サービスの向上 

に努めております。数ヶ月後、マドリッド登録部では改良を加えた新 E-Services 

により、お客様により満足いただける情報検索及びポートフォリオの管理ツール 

を提供します。 

【お問合せ先】特許庁国際意匠・商標出願室  

              TEL：03-3581-1101 内線：2671, 2672 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/20160616_New_search_tool.htm 

------------------------------------------------------------------------ 

【５】「平成 28 年度パテントコンテスト」開催のお知らせ（INPIT） 

------------------------------------------------------------------------ 

 皆さん一人ひとりのアイディアで社会や暮らしをより良くし、未来を切り拓く。 

 高校生、高等専門学校生及び大学生等の皆さんにそのような体験の機会を提供 

すると共に、皆さんの知的財産マインドを育て、知的財産権制度の理解を促進す 

ることを目的に、今年もパテントコンテストを開催します！  

 

【応募期間】平成 28 年 7 月 7 日（木）～9 月 16 日（金）（当日消印有効）  

【応募資格】日本国内の学校の生徒・学生 

【部 門】高校部門、高専部門、大学部門 

【応募内容】 

 （1）特許法に定める発明であること 

 （2）応募者の創作であること（他人のアイディアではないこと） 

 （3）公に発表されていないこと 

 （4）他のコンテストに応募していないこと等 

【主 催】文部科学省、特許庁、日本弁理士会、（独）工業所有権情報・研修館 

【応募書類の提出先】 

 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3 丁目 4 番 3 号（特許庁庁舎内） 

 （独）工業所有権情報・研修館 知財人材部内 パテントコンテスト事務局宛 

【お問合せ先】パテントコンテスト事務局 



       TEL：03-5512-1202 E-mail：PA9300@inpit.jpo.go.jp 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/patent/28_patent_contest.html 

------------------------------------------------------------------------ 

【６】「平成 28 年度デザインパテントコンテスト」開催のお知らせ（INPIT） 

------------------------------------------------------------------------ 

 皆さん一人ひとりのデザインで社会や暮らしをより良くし、未来を切り拓く。 

 高校生、高等専門学校生及び大学生等の皆さんにそのような体験の機会を提供 

すると共に、皆さんの知的財産マインドを育て、知的財産権制度の理解を促進す 

ることを目的に、デザイントコンテストを開催致します!  

 

【応募期間】平成 28 年 7 月 7 日（木）～9 月 23 日（金）（当日消印有効）  

【応募資格】日本国内の学校の生徒・学生であること等 

【部 門】高校部門、高専部門、大学部門 

【応募内容】 

 （1）意匠法に定める意匠であること 

 （2）応募者の創作であること（他人のアイディアではないこと） 

 （3）公に発表されていないこと 

 （4）他のコンテストに応募を行っていないこと等 

【主 催】文部科学省、特許庁、日本弁理士会（独）工業所有権情報・研修館 

【応募書類の提出先】 

 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3 丁目 4 番 3 号（特許庁庁舎内） 

 （独）工業所有権情報・研修館 知財人材部内 パテントコンテスト事務局宛 

【お問合せ先】デザインパテントコンテスト事務局 

       TEL：03-5512-1202 E-mail：PA9300@inpit.jpo.go.jp 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/design_patent/28_design_contest.html 

------------------------------------------------------------------------ 

【７】■再掲情報■ 

------------------------------------------------------------------------ 

■「平成 28 年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（海外知財訴訟保険 

    事業）」のお知らせ（特許庁） 

【運営団体】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 

【引受保険会社】損害保険ジャパン日本興亜(株)、東京海上日動火災保険(株) 

        三井住友海上火災保険(株) 

【応募資格】商工会議所、商工会、中小企業組合の会員となっている、中小企業 

            基本法で定める中小企業 

【補助対象経費・補助率】保険加入時の掛金の 1/2 

【募集期間】平成 28 年 6 月 8 日（水）から 

【保険期間】平成 28 年 7 月 1 日午前 0 時～平成 29 年 6 月 30 日午後 12 時 



【お問合せ先】 

 《保険内容や保険加入について》 

 ・日本商工会議所 総務部       TEL：03-3283-7832 

 ・全国商工会連合会 会員サービス部  TEL：03-3503-1258 

 ・全国中小企業団体中央会 経営支援部 TEL：03-3523-4904 

 《補助事業全般について》 

 ・総務部 普及支援課 TEL：03-3581-1101 内線 2145 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm 

------------------------------------------------------------------------ 

■「中小企業等海外侵害対策支援事業」のお知らせ（JETRO）（特許庁） 

------------------------------------------------------------------------ 

 ■平成 28 年度模倣品対策支援事業  

  ～海外で見つけた模倣品の対策を支援します！～   

  海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業の方のために、模倣品・海賊版 

  の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するととも 

  に、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の支援をします。 

【補助対象経費】 

 ・模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査等 

【補助率】2/3（補助上限額：400 万円） 

【応募受付期間】平成 28 年 10 月 31 日（月）17:00 厳守（期限内随時受付）  

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service.html 

------------------------------------------------------------------------ 

 ■平成 28 年度防衛型侵害対策支援事業 

 ～海外で外国企業から警告を受けた場合の係争費用を支援します！～ 

 進出先の国において、外国企業から訴えられた中小企業等に対し、弁理士・弁 

  護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する経費の支援を 

  します。 

【対象経費】 

 ・係争費用（損害賠償・和解金を除く） 

  （補助金交付決定した日から 2016 年 12 月 31 日までに発生する費用） 

【補助率】2/3（補助上限額：500 万円） 

【応募受付期間】平成 28 年 10 月 31 日（月）17:00 厳守（期限内随時受付） 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas.html 

------------------------------------------------------------------------ 

 ■平成 28 年度冒認商標無効・取消係争支援事業（新設） 

 ～冒認商標を取り消すための費用を支援します！～ 

 中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願 

 された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判（例：中国にお 

 ける三年不使用取消）請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の一部を 



 助成します。 

【対象経費】 

 ・冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求、訴訟 

  等に要する費用 

 ・上記に要する弁護士、弁理士等の代理人費用（和解金・損害賠償金は含まず） 

【補助率】2/3（補助上限額：500 万円） 

【応募受付期間】平成 28 年 10 月 31 日（月）17:00 厳守（期限内随時受付） 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html 

------------------------------------------------------------------------ 

※各事業に申請を希望される方は、公募要領をご参照の上、お問合せください。 

【ご質問・お問合せ先】 

 JETRO 知的財産課 担当：久保、宇都宮、櫻井、山本、小野 

 TEL：03-3582-5198 E-mail：chizai@jetro.go.jp  

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_kaigaishingai.htm 

------------------------------------------------------------------------ 

■「平成 28 年度中小企業等特許情報分析活用支援事業」のお知らせ（特許庁） 

【事業概要】中小企業等にとって、技術的専門性が高く、また、費用負担が重い 

      特許情報分析について、「研究開発」、「出願」及び「審査請求」 

      の各段階のニーズに応じた包括的な支援を行います。 

 (1)「研究開発」段階では、特許情報を活用した中小企業等の研究開発戦略の 

       策定を支援し、効果的な研究開発投資を促します。 

 (2)「出願」段階では、中小企業等のオープン・クローズ戦略等、出願戦略の 

       策定を支援し、効果的な知財活用を推進します。 

 (3)「審査請求」段階では、出願内容に関連する特許情報分析を通じ、中小企 

       業等の権利取得判断を支援します（一部自己負担あり）。 

【公募期間】 

 ・上記(1)(2)について：第 2 回 平成 28 年 6 月 6 日(月)～7 月 12 日(火)(必着) 

            〔最終回締切は 11 月頃の見込みです〕 

 ・上記(3)について  ：平成 28 年 6 月 1 日（金）～随時受付中です。  

【お問合せ・お申込先】（一社）発明推進協会知的財産研究センター 

            調査研究グループ 調査管理チーム  

            TEL：03-3502-5448 E-mail：bunseki@jiii.or.jp 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://ip-bunseki.go.jp/ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ■「中国地域知的財産戦略本部」 

   http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/index.html 

  ┏…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━┓ 

  ┃『知財総合支援窓口』は、"秘密厳守"・"相談無料"です。            ┃ 

  ┃  ～《支援内容》～                                             ┃  



  ┃・知的財産権制度の説明                                    ┃ 

  ┃・知的財産に関する各種支援施策の紹介・説明           ┃ 

  ┃・電子出願を含めた出願等の手続支援（電子出願用端末を設置）    ┃ 

  ┃・高度な専門性を必要とする内容は担当者と専門家が共同で解決支援 ┃ 

  ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━┛ 

   ※中国地域の『知財総合支援窓口』は、以下の HP をご覧ください。   

   http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/m_sodan/index.html 

------------------------------------------------------------------------ 

  ◆「知財人材データベース」への登録について（中国経済産業局）◆ 

------------------------------------------------------------------------ 

 中国地域で、「知的財産を経営に活かすために相談をしたいが、専門家が近く 

にいない」という中小企業等の皆様を、是非サポートしたいとのお考えの知財専 

門家、知財業務経験者の方々に「知財人材データベース」へのご登録をお勧めい 

たします。 

▽「登録から支援までの流れ」については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://chizai-jinzai-db.go.jp/others/regist.php 

☆====================================================================☆  

 本メールサービスの内容等に対するお問合せ、ご意見、ご要望、また本メー 

  ルサービスの配信の希望、中止及び配信先の変更等は、こちらへお願いします。 

 

 中国地域知的財産戦略本部事務局 

 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課 特許室 

 住 所：〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６番３０号 

 TEL：（０８２）２２４－５６８０  FAX：（０８２）２２４－５６４５ 

 E-mail: cgk-tokkyo@meti.go.jp 
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