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【１】～あのイベントが広島に！集中的に知的財産を学ぶ３日間！～ 

    「巡回特許庁 in ひろしま」（広島市）開催のお知らせ（再掲）  

    （特許庁、中国経済産業局） 

【２】～日米協働調査がより使いやすくなります～ 

    「公開前出願も日米協働調査の申請が可能」のお知らせ（特許庁） 

【３】～知財でつくる Quality of Life Magazine～  

   広報誌「Tokkyo Walker」Vol.5(平成 28 年 7 月 25 日) 発行のお知らせ 

   （特許庁） 

【４】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】「巡回特許庁 in ひろしま」（広島市）開催のお知らせ（再掲） 

   （特許庁、中国経済産業局） 

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

  特許庁および中国経済産業局は、地域のユーザーに知財制度や特許庁の支援策 

をより効果的に活用していただくために、「巡回特許庁 in ひろしま」を開催し 

ます。 

【期 間】平成 28 年 8 月 29 日（月）～8 月 31 日（水）（3 日間） 

【主 催】特許庁、中国経済産業局 

【共 催】(独)工業所有権情報・研修館(INPIT) 

【入場・参加費】無料 

        ただし、平成 28 年 8 月 30 日（火）の「知財関係者交流会」は、 

        「参加費：3000 円／要事前申込」です。 

＜開催概要＞ 

 中国地域で初めて実施する「巡回特許庁 in ひろしま」では、知財をより活 

用したい企業等を対象に､「下町ロケット」に登場する弁護士のモデルとなった 

「鮫島正洋弁護士・弁理士」を招いた知財活用セミナー、経験豊かな審判長によ 

る模擬審判廷での口頭審理の実演とテレビ面接審査のデモンストレーションなど 

を実施します。 

 そのほか、「カワいいモノ研究会」や中国地域の地域団体商標など知財関連の 

パネル展示や、初心者向け知的財産権制度説明会といった様々なイベントを同時 

に開催しますので、今まで知財と接点がなかったという皆様もお気軽に参加いた 

だける内容となっています。 

 

【主なイベント】 

＜知財活用セミナー＞（事前申込制） 



【日 程】平成 28 年 8 月 30 日（火）14:30～17:30 

【会 場】リーガロイヤルホテル広島 3 階「宮島」(広島市中区基町 6-78) 

【講  師】弁護士・弁理士 鮫島 正洋 氏 

【テーマ】「下町ロケットの弁護士が語る～ビジネスに活かす知的財産～」 

【内 容】知財が経営に与える効果や経営的課題解決に向けた活かし方について 

     事例を交えながらの解説します。 

【定 員】200 名 

 ※パネルディスカッション終了後、知財関係者交流会を開催します。 

  （立食、参加費 3000 円、事前申込制） 

 

＜模擬審判廷による実演・テレビ面接審査デモ＞（事前申込制） 

【日  時】平成 28 年 8 月 31 日（水）10:00～15:00 

【内 容】審判長による模擬審判廷での口頭審理の実演 

     審査官とのテレビ面接審査のデモンストレーションの実施 

【会 場】ホテルメルパルク広島 6 階「平成」（広島市中区基町 6-36） 

【定 員】100 名 

 

＜地域ブランド・デザインに関する PR 展示＞（入場自由） 

【日 程】平成 28 年 8 月 29 日（月）～8 月 30 日（水）（2 日間） 

【会 場】紙屋町シャレオ 中央広場（広島市中区基町地下街 100 号） 

【展示内容】 

 (1)当局実施の「カワいいモノ研究会」による商品展示 

  ・因州和紙イヤリング、児島ジーンズのマルチポーチ、果物チックな化粧筆、 

    萩焼の茶碗＆カップなど 

 (2)中国地域の地域団体商標を活用した商品 

  ・広島レモン、下関ふく、玉造温泉、大山ブロッコリーなど 

 (3)その他、知的財産関連のアニメや動画上映 

 

【お問合せ先】平成 28 年度 巡回特許庁 運営事務局〈（一社）発明推進協会〉 

       担当：加藤、原澤、大西 

       TEL 03-3502-5441 E-mail：jyunkai@jiii.or.jp 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください▽ 

http://www.jiii.or.jp/h28_jyunkai/chugoku 

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

【２】～日米協働調査がより使いやすくなります～ 

    「公開前出願も日米協働調査の申請が可能」のお知らせ（特許庁） 

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

【概 要】 

 日本国特許庁と米国特許商標庁は、平成 27 年 8 月 1 日より日米協働調査試行 

プログラム（日米協働調査）を行っていますが、更なる利便性向上のため、平成 

28 年 8 月 1 日より申請要件を緩和し、これまで申請が認められなかった公開前 



の出願についても申請を可能とします。これにより、日米両国での公開を待つこ 

となく日米協働調査の申請を行うことができ、一層早期に両国での特許権の取得 

が可能になります。 

 

【申請要件緩和によるメリット】 

 日米両国に特許出願した発明について、日米の特許審査官がそれぞれ調査を実 

施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特許審査官が、早期か 

つ同時期に最初の審査結果を送付する、世界初の試みです。 

 これまで日米両国での出願公開を待つ必要があったため、第 1 国への出願から 

18 月を経過するまで申請ができませんでした。今般の要件緩和によって、両国に 

出願を行った時点で申請が可能になるため、6 月以上申請時期を早めることがで 

きます。 

 

【お問合せ先】 

 ・特許庁 審査第一部 調整課 審査企画室長 柳澤、担当者：加藤 

  TEL：03-3581-1101（内線 3103）、03-3580-5898（直通） 

 ・特許庁 総務部 国際政策課長 野仲、担当者：鹿戸 

  TEL：03-3581-1101（内線 2568）、03-3580-9827（直通） 

 

▽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/2016/07/20160728001/20160728001.html 

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

【３】広報誌「Tokkyo Walker」vol.5(平成 28 年 7 月 25 日)発行のお知らせ 

   （特許庁） 

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

 知財制度の普及啓発のため、制度の概要だけでなく、制度趣旨や知財戦略の仕 

掛けなどについて、初めての方に対してもわかりやすく発信し、知財が身近な存 

在であることを実感して頂ける新マガジンを発行しています。 

 

【特集】 

 ・スポーツ業界の進化を支える知財 

  スポーツ工学やバイオメカニックに基づいた「ランニングシューズ」 

 ・IP SCOPE ヒット商品で学ぶ知財 

  「きき湯」株式会社バスクリン 

 ・マンガで分かる知財 行け行け 寿司漫画 

 ・ツナグヒト 特許庁 総務部 秘書課 

【トピックス】 

 ・群馬県のマスコット「ぐんまちゃん R」、 

   模倣品防止のため、中国、台湾で商標登録へ 

 ・トクホの“効き目”に特許が適用 

   健康食品市場成長の後押しに!? 

 ・夏休み子ども見学デー 



  「特許庁へようこそ！」を開催 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/pdf/tokkyo_walker/tokkyo_walker_05.pdf 

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

【４】■再掲情報■ 

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

■「特許行政年次報告書 2016 年版」のお知らせ（特許庁） 

【特許行政年次報告書 2016 年版〈本編〉】 

  第 1 部：知的財産をめぐる動向 

  第 2 部：特許庁における取組 

  第 3 部：国際的な動向と特許庁の取組 

【特許行政年次報告書 2016 年版(統計・資料編)】  

▽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/2016/06/20160630001/20160630001.html 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2016_index.htm 

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

■「非弁行為の防止に向けた措置について」のお知らせ（特許庁） 

 弁理士又は特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁に 

おける手続の代理行為等を業とすること（いわゆる「非弁行為」）は弁理士法第 

75 条により禁止されています。 

 特許庁では、弁理士又は特許業務法人でない者により特許庁における手続代理 

がなされた際には、当該行為が非弁行為に該当するものでないことについて、当 

該行為を行った代理人に対して確認を求めることがありますのでご了承ください。 

 また、出願人の方におかれましては、出願手続等の代理を依頼する際には、適 

正な代理人であるか事前に確認されることをお勧めします。 

 なお、非弁行為が確認された際には、特許法第 13 条第 2 項に基づき、出願人 

の方へ代理人の改任命令を発する等の必要な措置を講じることがあります。 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/hiben_boushi.htm 

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

■「平成 27 年度補正予算 「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 

   (2 次公募)」募集のお知らせ（中国経済産業局） 

【事業概要】国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出す 

 るため、認定支援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産 

 プロセス改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援します。 

【公募期間】平成 28 年 7 月 8 日（金）～8 月 24 日（水）（当日消印有効） 

 応募申請は、補助事業の主たる実施場所に所在する地域事務局に申請書類を 

 ご郵送ください。 

 公募要領等詳細は、全国中小企業団体中央会ホームページをご覧ください。 

  http://www.chuokai.or.jp/josei/27mh/27mh_koubo-2nd.html 

【お問合せ先（中国地域管内の事務局）】 



 ・鳥取県地域事務局 鳥取県中小企業団体中央会 TEL：0857-30-2503 

 ・島根県地域事務局 島根県中小企業団体中央会 TEL：0852-21-4809 

 ・岡山県地域事務局 岡山県中小企業団体中央会 TEL：086-224-2245 

 ・広島県地域事務局 広島県中小企業団体中央会 TEL：082-225-6851 

 ・山口県地域事務局 山口県中小企業団体中央会 TEL：083-922-2606  

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/indus_tech/160708.html 
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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 

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


