
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 

■  中国地域知的財産戦略本部メールマガジン 第２４６号 (2016.10.5)  ■ 

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… 

１．目 次 

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

【１】～地域・中小企業の知財分野支援を強化！～ 

   「地域知財活性化行動計画」決定のお知らせ（特許庁） 

【２】～先導的・先進的な地域による知財の取組を支援します～ 

   『平成 28 年度「地域中小企業知的財産支援力強化事業」の交付先決定』 

    のお知らせ（特許庁） 

【３】～海外での知財係争リスクが少なくなります  (公募中！)～ 

   「中小企業向け海外知財訴訟費用保険制度」創設のお知らせ（特許庁） 

【４】「農林水産業に係る知的財産の相談体制を強化」のお知らせ（特許庁） 

【５】「巡回特許庁 in 九州」開催のお知らせ（特許庁） 

【６】広報誌「とっきょ」平成 28 年 10・11 月号のお知らせ（特許庁） 

【７】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

    「ブランドづくりとして商標の活用を！」    

     （日本弁理士会 中国支部【弁理士 田村 善光】） 

【８】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】「地域知財活性化行動計画」決定のお知らせ（特許庁） 

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

 特許庁では「知的財産推進計画 2016」にて「地方、中小企業、農林水産分野等 

における知財戦略の推進」が重要課題として位置付けられており、また、「日本 

再興戦略 2016」においても中小企業の知財戦略の強化を図るとされていることを 

受けて、知財分野における地域・中小企業支援について「地域知財活性化行動計 

画」を策定しましたのでお知らせします。 

 特許庁は、基本方針に則り、知財の取得・活用を促進することにより、中小企 

業のイノベーション創出を支援し、我が国の成長力向上に寄与するとともに、地 

方創生にも資することを目指していきます。 

 

【地域・中小企業支援の基本方針】 

 １）着実な地域・中小企業支援の実施 

 ２）地域・中小企業の支援体制の構築 

 ３）KPI（成果目標）の設定と PDCA サイクルの確立  

  

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

 http://www.jpo.go.jp/sesaku/chiiki/index.html 

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

【２】『平成 28 年度「地域中小企業知的財産支援力強化事業」の交付先決定』 



    のお知らせ（特許庁） 

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

 特許庁では地域の知財支援体制の構築や連携強化を通じた知財支援力の向上を 

図るため、各地域の経済産業局等を通じて、地域の先導的・先進的な知財の取組 

を支援する、「地域中小企業知的財産支援力強化事業」を、昨年度に引き続き今 

年度も実施します。今般、補助対象事業 26 件が決定しました。 

【中国地域採択一覧（5 件）】 

 事業名／事業者 

 ・金融機関連携型地域中小企業知財初出願等支援事業／（株）もみじ銀行  

 ・知的財産活用による「広域連携型オープンイノベーション」プロジェクト 

  ／（株）YMFG ZONE プランニング  

 ・2016 知財ビジネスマッチング in 鳥取／（公財）鳥取県産業振興機構  

 ・広島市・広域都市圏域大学群と地域企業との新事業創出プラットフォーム 

  構築事業／（株）Hint 

 ・広島広域都市圏の「製造業の連携」×「クリエイター」よる観光客向け新 

  ブランドの構築事業／（株）ソアラサービス  

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/sesaku/chiiki/index.html」  

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

【３】「中小企業向け海外知財訴訟費用保険制度」創設のお知らせ（特許庁） 

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

 中小企業が海外において知財侵害の係争に巻き込まれた場合のセーフティーネ 

ットとして、我が国において初めてとなる海外での知的財産訴訟費用を賄う保険 

制度を創設しました。全国規模の中小企業等を会員とした団体の会員中小企業が 

保険に加入する際の掛金の 1/2 を補助します。 

 

【募集期間】平成 28 年 6 月 8 日(水)から 

  ※平成 29 年 2 月 1 日(水)始期分(2 月 1 日付 加入分)まで中途加入が可能。 

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

【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) 

【助対象経費・補助率】保険加入時の掛金の 1/2 

【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                      

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160608001/20160608001.html 

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

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

【４】「農林水産業に係る知的財産の相談体制を強化」のお知らせ（特許庁） 

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



 特許庁と農林水産省が協力し、特許庁が各都道府県に設置した「知的財産総合 

支援窓口」においても、農林水産業に係る知的財産の相談ができるようになりま 

した。 

 いわゆる農林水産物のブランドは、農林水産省が担当する「地理的表示保護制 

度」や種苗の「育成者権」と、特許庁が担当する「商標」、「意匠」、「特許」 

等が関係しており、地域ブランドの推進には、各地域・産品の実情に応じた知財 

保護が必要です。  

 特許庁が、平成 23 年度から各都道府県に設置している知的財産総合支援窓口 

(平成 28 年度からは(独)工業所有権情報・研修館が所管)では、特許庁と農林水 

産省の協力の下、従来の特許・商標・営業秘密等の相談に加え、平成 28 年 10 月 

から、地理的表示保護制度や種苗の育成者権の相談も受け付けます。 

 これに向け、現在、農林水産省では知的財産総合支援窓口の担当者との情報共 

有等を進めています。 

 

▽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/2016/09/20160921002/20160921002.html 

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

【５】「巡回特許庁 in 九州」開催のお知らせ（特許庁） 

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

 特許庁、九州経済産業局は、地域の皆様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、九州地域で初めてとなる「巡回特許庁 in  

九州」を開催します。 

【時 期】平成 28 年 10 月 24 日（月）～27 日（木） 

【場 所】福岡市、鹿児島市 

【内 容】 

 《福 岡》 

 ・地方創生に向けた知財金融フォーラム in 福岡 

 ・知財関係者交流会               

 ・魅力ある地域ブランドには理由（わけ）がある（地域団体商標等 PR 展示） 

 ・模擬審判廷による実演／テレビ面接審査デモンストレーション   

 ・臨時相談窓口 

 《鹿児島》 

 ・デザイン・ブランド戦略による地域産業振興セミナー 

 ・魅力ある地域ブランドには理由（わけ）がある（地域団体商標等 PR 展示） 

 ・平成 28 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テレビ面接審査デモンス 

  トレーション   

 ・臨時相談窓口 

【主 催】特許庁、九州経済産業局、福岡財務支局（知財金融フォーラムのみ） 

【共 催】（独）工業所有権情報・研修館（INPIT） 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.jiii.or.jp/h28_jyunkai/kyushu.html 



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

【６】広報誌「とっきょ」平成 28 年 10・11 月号のお知らせ（特許庁） 

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

【特集 1】特許の国際連携最前線 

     日本と世界の知的財産権を守り、産業の発展に貢献 

     特許の国際連携最前線 

【特集 2】販路開拓から海外進出まで 

     経営に生かす知財 

【全国の特許室を訪ねて】北海道経済産業局 特許室 

【JPO 通信】 

【地域ブランド紀行】北海道「大黒さんま」、「いけだ牛」  

 

▽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/hiroba/pdf/kohoshi_tokkyo/tokkyo_29.pdf 

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

【７】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

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

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

 企業や個人の皆様が「知的財産」に対する興味・関心を持つとともに、知識を 

深めるきっかけにしていただくことを目的に、「知的財産」に関するコラムの連 

載を始めます。最前線でご活躍される弁理士の方々によるホットな情報をお届け 

しますので是非お楽しみに！ 

（日本弁理士会 中国支部にご協力いただき、月 2 回程度配信予定です。） 

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

   ■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓   

   □■□  「ブランドづくりとして商標の活用を！」      ┃ 

   ■□ ------------------------------------------------  ┃ 

   □         日本弁理士会 中国支部【弁理士 田村善光】┃ 

   ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  

 顧客に対して自社ブランドを活用すると、知名度が増したとか、価格競争から 

回避できた等（中小企業白書２００５）とあるように、他社商品と製造販売元が 

区別され競争優位性が得られる効果が期待できます。 

 このブランド構築には商標が手段の一つとして有効で、顧客の心を掴む商標が 

望まれます。 

 その商標の出願件数の推移をみると、商標出願件数（国際商標登録除く）は 

2013 年度を 100%とすると、2014 年度 107.5%、2015 年度 126％と右肩上がりに増 

加しています。最近の企業の商標に対する関心の高まりが数字に現れています。 

 そこに、企業にブランドイメージ造りの幅の拡がりを可能にするために、従来 

からの文字商標や図形商標に加えて平成 27 年 4 月 1 日から色彩商標や音商標等 

が追加されました。 

 現在（平成 28 年 10 月 4 日）の公開情報（特許情報プラットホーム）からは色 

彩商標は出願数 479 件で登録数 0 件、音商標は出願数 460 件で登録数 60 件です。 



経過をみると、かなり厳しい状況になっていますが、これは審査期間が文字商標 

の 5～6 か月に比較して約 1 年 3 か月かかっているので審査が遅れているからと 

判断しています。なぜ遅れるかは、色彩商標であれば色彩の表現方式による色彩 

指定と提出した色彩を専門家的に審査され、音商標であれば五線譜により表され 

る音と音声ファイルも音を専門家的に審査されるので審査期間が長期化している 

のではと推察しています。出願時に専門家的な面からチェックをすることが必要 

かと思います。 

 また、インターネットには音商標出願を手伝う業者が新たな市場を見つけたと 

いう感じで出現しています。 

 企業のブランド構築を支援する商標の種類が、文字や図形に加えて音や色彩等 

が追加されましたので、自社のブランドイメージを多様な面から考えられてはと 

思います。  

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

【８】■再掲情報■ 

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

■「国際出願関係手数料改定」のお知らせ（特許庁） 

 平成 28 年 10 月 1 日から、為替レート変動に伴い国際出願関係手数料が改正さ 

れ減額となります。国際出願関係手数料の納付をする場合は、各種手数料の額及 

び適用関係にご注意をお願いします。 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm 

http://www.jpo.go.jp/seido/kokusai/kokusai_shutugan1/tesuryo/ 

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

■「PCT 国際出願のインターネット出願ソフトウェア」のお知らせ（特許庁） 

 日本国特許庁に対してオンラインで PCT 国際出願を行うためのソフトウェアに 

は、日本語及び英語による PCT 国際出願が可能な「PCT-SAFE」と、日本語による 

PCT 国際出願のみが可能な「インターネット出願ソフト」の 2 種類があります。 

 日本国特許庁では「PCT-SAFE」を利用した全ての PCT 国際出願の受付を平成 28 

年 12 月 31 日に終了する予定です。 

【お問合せ先】特許庁 審査業務部 出願課 国際出願室 受理官庁 

       TEL：03-3581-1101 内線 2643 

▽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_tokkyo/shutsugan/pctapplicationsoft.htm 

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

■PCT 国際出願制度への「カンボジア王国」加盟のお知らせ（特許庁）  

【2016 年の更新履歴】  

 2016 年 9 月 15 日 カンボジア王国（KH）2016 年 12 月 8 日発効  

【お問合せ先】総務部 国際政策課国際出願企画班 TEL：03-3581-1101 内線 2576 

▽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/kokusai/kokusai2.htm 

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

■平成 28 年度特許情報分析活用支援事業  



 「研究開発」,「出願」段階の調査支援～第 4 回公募開始のお知らせ （特許庁） 

(1)「研究開発」、「出願」段階 

 【第 4 回公募期間】平成 28 年 9 月 7 日(水)～10 月 7 日(金)12:00 まで(必着) 

          （採択件数は 20 件程度を想定しています） 

(2)「審査請求段階」 

 権利化される見込みのない発明に係る無駄な審査請求を回避し、無駄な経費を 

 抑えることができます。※引き続き申請受付中です。  

 (先着 500 件に達した時点で受付終了とさせていただきます。) 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

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

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

 ■「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 

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


