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１．目 次 

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

【１】～金融機関の方に知財を活用した事業性評価の手法を提案します！～ 

   平成 28 年度中小企業知財金融促進事業「知財ビジネス評価書作成支援」 

   公募のお知らせ（特許庁） 

【２】～ノウハウ管理の重要なツールを利用してみませんか～ 

   「先使用権制度について」の関連情報のご紹介（特許庁） 

【３】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】平成 28 年度中小企業知財金融促進事業「知財ビジネス評価書作成支援」 

   公募のお知らせ（特許庁） 

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

 中小企業が持つ知的財産権について、専門の調査会社がその技術内容等を含め 

たビジネス全体を評価し、「知財ビジネス評価書」を作成します。 

 金融機関の方は、この評価書により、中小企業の特許や技術等がどのようにビ 

ジネスに貢献し、利益を生み出しているのかが分かるため、経営評価の判断材料 

として活用できます。http://chizai-kinyu.jp/ 

 

【評価書活用のメリット】 

 ・企業の事業性を見極めるために有益な情報です！ 

 ・行内の融資判断の際の補強材料や参考資料として活用できます！ 

 ・コミュニケーションツールのほか様々な活用方法があります！ 

  http://chizai-kinyu.jp/docs/merit.html 

 

【一般公募】 

 知財を切り口とした企業の経営支援について、まずは試行的に取り組みたい金 

  融機関からの応募に基づき、中小企業の知財ビジネス評価書を作成・提供しま 

  す。 

 ・特許権、実用新案権、意匠権、商標権のいずれかを有する企業を対象に評価 

    書を作成 

  ・無料で評価書を作成・提供 

【採択予定件数】120 件程度（※採択予定件数に達し次第終了）  

【募集期間】平成 28 年 6 月 20 日～平成 28 年 12 月末 

 

【伴走型支援】 

 知財を切り口とした企業の経営支援について、組織的に踏み込んで取り組みた 

  い金融機関からの応募に基づき、知財を含めた事業性に関する評価の視点・項 



  目のカスタマイズ／自治体との連携／自組織内展開支援などを実施します。 

 ・金融機関による知財を切り口とした中小企業の支援の促進、金融機関内にお 

    ける知財金融の普及・促進 

 ・無料で支援を実施 

【採択予定件数】30 件程度(1 金融機関につき複数件を採択する可能性があります)  

 http://chizai-kinyu.jp/about/about.html 

 

【応募先】電子メールもしくは郵送にて申込用紙を送付ください。 

     メールおよび FAX でもお申込みが難しい場合は、事務局まで直接 

          お電話でご連絡ください。 

          中小企業知財金融促進事業事務局 

          TEL：03-6733-1405（平日 9：00～17：00）E-mail：ipf@murc.jp  

【郵送での応募の場合】 

  三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株)  

 中小企業知財金融促進事業事務局 上野 翼 宛  

  〒105-8501 東京都港区虎ノ門 5-11-2 オランダヒルズ森タワー 

  

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://chizai-kinyu.jp/offer/ 

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

【２】「先使用権制度について」の関連情報のご紹介（特許庁） 

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

 先使用権は、他者がした特許出願の時点で、その特許出願に係る発明の実施で 

ある事業やその事業の準備をしていた者に認められる権利です。先使用権者は、 

他者の特許権を無償で実施し、事業を継続できるとすることにより、特許権者と 

先使用権者との間の公平が図られています。 

 先使用権に関連する資料や報告書等を集約してご紹介しますので、ご利用くだ 

さい。 

 

【先使用権制度事例集「先使用権制度の円滑な活用に向けて～戦略的なノウハウ 

 管理のために～（第 2 版）】 

 特許庁が、先使用権制度の円滑な活用に役立てるために、先使用権制度を明確 

 化するとともに、関係者が制度を利用するに当たり参考となる事例の情報を提 

 供しています。なお、その内容について法的な拘束力はないことにご留意くだ 

 さい。 

【先使用権制度簡略版冊子「先使用権～あなたの国内事業を守る～」】 

 事業者の皆様に先使用権制度に対する理解を深め、先使用権の証拠確保を効果 

 に実践していただくために、制度を利用するに当たり参考となる情報を集めて 

 います。先使用権制度事例集に掲載している内容を、図やイラストを活用しつ 

 つ平易な文章で分かりやすく解説しています。 

 

【説明会用資料「先使用権制度の活用と実践～戦略的な知財保護のために～」】 



 先使用権制度に関する説明会用の資料を提供しています。 

 

【お問合せ先】特許庁 総務部 企画調査課 企画班  

       TEL：03-3581-1101 内線 2154 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/ 

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

【３】■再掲情報■ 

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

■600 件目の地域団体商標「比婆牛」登録のお知らせ（特許庁） 

【登録内容】 

 商  標：「比婆牛」、登録番号：第 5859218 号 

 権 利 者：庄原農業協同組合 

 指定商品：広島県庄原市産の素牛を広島県内で肥育した和牛の肉 

  

※中国地域では全部で 40 件の地域団体商標の登録がありますが、その内「牛肉」 

 については、以下 6 件が登録されています。 

  ・東伯和牛 （鳥取県）、東伯牛  （鳥取県） 

  ・しまね和牛（島根県）、石見和牛肉（島根県） 

  ・隠岐牛  （島根県） 

  ・千屋牛  （岡山県） 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160617001/20160617001.html 

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

■「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 

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

■《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 

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

■「特許出願技術動向調査等報告」のお知らせ（特許庁） 

【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 

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

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

 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。 

【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 
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 ■「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 

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

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


