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１．目 次 

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

【１】～EU 離脱の国民投票の結果の今後の知財法制への影響は？～ 

   「英国知的財産庁（UKIPO）、EU 離脱の国民投票結果を受けて知財法制に 

        関する見解公表」のお知らせ（JETRO） 

【２】～「商標の国際出願」の最新情報を確認してみませんか？～ 

   「商標の国際出願：マドリッド協定議定書による国際出願に関する Q&A 

    更新」のお知らせ（特許庁） 

【３】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】「英国知的財産庁（UKIPO）、EU 離脱の国民投票結果を受けて知財法制に 

       関する見解公表」のお知らせ（JETRO） 

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

 英国知的財産庁（UKIPO）は、8 月 2 日、英国の EU 離脱との国民投票の結果を 

受けて知財法制に関する見解を、同庁のウェブサイトにおいて公表しました。 

【概要 】 

 商標及び意匠に関して、欧州連合商標（EUTM）及び登録共同体意匠の将来的な 

影響についてユーザーから懸念が示されていると認識しており、政府として、今 

後様々なオプションを追求し、最善の方法についてユーザと協議していく。なお、 

EU 離脱後であっても英国産業界は、欧州連合商標及び共同体意匠の登録を行うこ 

とは可能である。 

 また、商標に関して、英国は既にマドリッド制度のメンバーであり、一方、意 

匠に関しては、ヘーグ協定への加入を進めており来年中の施行を志向している。 

非登録意匠は、英国の非登録意匠保護を通じて引き続き効力を有する。 

 特許に関して、当該国民投票の結果は、欧州特許庁に特許保護を求める上で影 

響を与えるものではなく、また英国を含む現存する欧州特許についても影響を受 

けことはない。英国の EU 離脱は、欧州特許条約（EPC）における現行の欧州特許 

制度影響を与えない。さらに、統一特許裁判所に係る議論関しても当面変更はな 

く、引き続きこれに係る会合への参加を継続していく。 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2016/20160804.pdf 

https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts 

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

【２】「商標の国際出願：マドリッド協定議定書による国際出願に関する Q&A 

    更新」のお知らせ（特許庁） 

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



 マドリッド協定議定書（正式名称：標章の国際登録に関するマドリッド協定の 

1989 年 6 月 27 日にマドリッドで採択された議定書）は、商標について、世界知 

的所有権機関（WIPO）国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けること 

により、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする条約です。 

簡易、迅速かつ低廉な手段で、海外の締約国において商標の保護を受けることが 

可能となっています。 

 このたび、「マドリッド協定議定書に関する Q&A を更新」しましたのでお知ら 

せいたします。 

 

【マドリッド協定議定書に関する Q&A 目次一覧】 

■マドリッド協定議定書の制度等に関する質問 

 ●制度一般について 

 ●事後指定について 

 ●国際登録の従属性（セントラルアタック）について 

 ●オンライン手続について 

■本国官庁への手続に関する質問 

 ●国際登録出願（MM2）の作成の注意点について 

 ●国際事務局への手続に関する質問 

 ●処理の継続について 

 ●更新手続について 

■指定国官庁への手続に関する質問 

 ●暫定的拒絶通報等に関する手続について 

 ●日本国を指定する国際商標登録出願における新しいタイプの商標の取扱い 

    について 

 ●代理権を証明する書面（委任状）について 

 ●個別手数料の第二段階部分（登録料相当分）について 

 ●基礎終了による国際登録の取消し（セントラルアタック）に伴う国内出願 

    への転換について 

 ●拒絶査定不服審判請求について 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/madopro_qanda.htm 

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

【３】■再掲情報■ 

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

■「平成 28 年度中小企業等知的財産活動支援事業(中小企業等外国出願支援 

  事業)」募集(岡山県)(広島県<第 2 回>)(再掲：鳥取県,島根県)のお知らせ 

【対象経費】外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等 

【補助率・上限額】 

 ・補助率        ：1/2  

 ・1 企業に対する上限額  ：300 万円（複数案件の場合）  

 ・案件ごとの上限額  



   特許        ：150 万円 

   実用新案・意匠・商標： 60 万円 

   冒認対策商標（※） ： 30 万円 

   （※）冒認対策商標：第三者による抜け駆け出願（冒認出願）の 

      対策を目的として出願する商標  

●《岡山県》 

 http://www.optic.or.jp/chizai/info/201608/28.html 

【申請期間】平成 28 年 8 月 12 日（金）～11 月 11 日（金）17:00 まで（必着） 

（※ただし、今年度予算が無くなった時点で募集を終了します） 

【お問合せ先・提出先】 

（公財）岡山県産業振興財団 技術支援部 知的財産支援課 担当：石部、野瀬 

（〒701-1221 岡山市北区芳賀 5301 テクノサポート岡山３Ｆ） 

  TEL：086-286-9711 FAX：086-286-9706  

  E-mail：chizai@optic.or.jp 

●《広島県〈第 2 回〉》 

 https://www.hiwave.or.jp/news/9060/ 

【募集期間】平成 28 年 8 月 17 日（水）～9 月 13 日（火）17:00 必着 

【お問合先・提出先】 

（公財）ひろしま産業振興機構 広島県中小企業知財支援センター 

（〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 広島県情報プラザ） 

  TEL：082-240-7718 FAX：082-249-3232 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm 

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

■「各国の特許審査に関連する情報が一括で参照できます」支援のお知らせ 

 （特許庁） 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160725001/20160725001.html 

▽ドシエ情報の提供サービス（ワン・ポータル・ドシエ（OPD））▽ 

https://www10.j-platpat.inpit.go.jp/pop/all/popd/POPD_GM101_Top.action 

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

■特許庁委託調査「中国における日本の地名等に関する商標出願・登録の調 

 査結果」のお知らせ（JETRO） 

【冒認商標問題相談窓口】 

 JETRO 北京事務所「冒認商標問題相談窓口」担当：本間、水落、赤澤 

 TEL：+86-10-6528-2781 E-mail：PCB-IP@jetro.go.jp 

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください▽ 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/b8bb08b0c7db33f0/rpCh201607.pdf 

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

■「JETRO の海外知財支援サービス」のお知らせ（JETRO） 

 ・模倣品・海賊版被害相談窓口（無料）   

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



 ・中小企業等海外侵害対策支援事業（防衛型侵害対策支援事業）   

  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）  

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

 ・中小企業等海外侵害対策支援事業（模倣品対策支援事業）    

  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）  

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

 ・中小企業等海外侵害対策支援事業（冒認商標無効・取消係争支援事業）   

  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）  

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

 ・海外における日系企業知財情報交換グループ（IPG）   

   https://www.jetro.go.jp/theme/ip/ipg.html 

【中国地域の JETRO 窓口】 

 ・鳥取県 JETRO 鳥取  TEL：0857-52-4335   

 ・島根県 JETRO 松江  TEL：0852-27-3121   

 ・岡山県 JETRO 岡山  TEL：086-224-0853   

 ・広島県 JETRO 広島  TEL：082-535-2511   

 ・山口県 JETRO 山口  TEL：083-231-5022   

▽詳細については、以下のＨＰをご覧ください▽ 

https://www.jetro.go.jp/themetop/ip/ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ■「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 

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



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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～      

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

 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 
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