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１．目 次 
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【１】～地域団体商標『赤間硯』が登録されました！～ 

   「地域団体商標登録情報の更新」のお知らせ（特許庁） 

【２】～世界に先駆けて、新設しました！～ 

   「IoT 関連技術の特許分類新設」のお知らせ（特許庁） 

【３】～中小企業の強み・将来性を評価しましょう！～ 

   「中小企業を知的財産の視点から評価する金融促進支援」のお知らせ 

   （特許庁） 

【４】～初心者向け説明会テキストを UP しました！～ 

   「平成 28 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト」掲載の 

    お知らせ（特許庁） 

【５】～せっかくの発明、今のままではもったいない！～ 

      「職務発明規程の整備支援強化期間」のお知らせ（INPIT） 

【６】【知財コラム】パテントＧＯ！  

    「『汁なし担担麺』の知財戦略」 

      日本弁理士会中国支部 弁理士  川角 栄二    

【７】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】「地域団体商標登録情報の更新」のお知らせ（特許庁） 

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

 地域団体商標制度に関する情報更新をお知らせします。 

 (1)全国各地で登録となった全地域団体商標 

  ・地域団体商標登録案件一覧（平成 28 年 11 月 10 日更新） 

  ・地域団体商標 MAP         （平成 28 年 11 月 10 日更新）  

 (2)登録された地域団体商標の権利者情報、商品・サービスの特長等の紹介  

  ・地域団体商標登録案件紹介（平成 28 年 11 月 7 日更新） 

 (3)出願状況 

  ・地域団体商標の出願状況  （平成 28 年 11 月 10 日更新） 

 

《中国地域》 

 第 5883823 号 赤間硯（あかますずり）(山口県赤間硯生産協同組合) 

【指定商品又は指定役務】  

 赤間関（山口県下関市の旧名）地域から宇部市大字西万倉周辺地域で 

 産出される赤色頁岩もしくは赤色砂岩頁岩と赤色・緑色頁岩を用いて 

 製作される硯 

 



▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tourokushoukai/bunrui/07_yamaguchi.html 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou_tourokuannai.html 

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

【２】「IoT 関連技術の特許分類新設」のお知らせ（特許庁） 

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

 特許庁は、平成 28 年 11 月 14 日に、世界に先駆けて IoT(Internet of Things) 

関連技術の特許分類記号（ZIT）を付与し、一度の検索で IoT 関連なら全て閲覧 

できるようにしました。 

 この結果、平成 29 年から、順次、特許庁が一般公開している特許情報プラッ 

トフォーム（J-PlatPat）を通じて、IoT 関連技術に関する特許情報を網羅的に 

収集・分析することが可能となり、IoT 関連技術に関する特許取得の予見性が高 

まります。 

 これにより、我が国における IoT 関連技術の研究・開発が一層効率的に進むこ 

とや、どのような事例が特許として登録されているのかを把握し、同技術に関す 

る特許取得の予見性が向上することが期待されます。 

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.meti.go.jp/press/2016/11/20161114001/20161114001.html 

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

【３】「中小企業を知的財産の視点から評価する金融促進支援」の 

   お知らせ（特許庁） 

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

 中小企業の知的財産の価値を「見える化」し、金融機関からの融資につなげる 

ための取組みを紹介します。 

 知財金融ポータルサイト上に平成 28 年度「知財ビジネス評価書」作成支援の 

採択金融機関を一覧を掲載しました。 

 

【知財ビジネス評価書 採択金融機関一覧《中国地域》】 

(1)【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 

 いたします。 

 ・島根県 山陰合同銀行 

 ・山口県 山口銀行 

  

(2)【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。 

 ・広島県 広島銀行 

 



▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://chizai-kinyu.jp/offer/docs/oubo_list.pdf 

http://chizai-kinyu.jp/ 

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

【４】「平成 28 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト」 

   掲載のお知らせ（特許庁） 

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

 平成 28 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）にて、ご説明しました『知 

的財産権制度入門』テキストを提供しております。 

 特許庁の HP より、ダウンロードしてご利用ください。 

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h28_syosinsya.htm 

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

【５】「職務発明規程の整備支援強化期間」のお知らせ（INPIT） 

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

 平成 27 年度法改正により、平成 28 年 4 月 1 日から従業員が職務上行った発明 

（職務発明）について、発明完成時に特許を受ける権利を会社帰属とすることや、 

金銭以外の報奨制度を導入することが可能となりました。 

 これらの仕組みは、各社の事情に応じた柔軟な権利処理や多様なインセンティ 

ブ設計を可能とするものですが、実際に導入するには、職務発明規程の制定・ 

改定が必要となります。  

 （独）工業所有権情報・研修館（INPIT）及び知財総合支援窓口は、中堅・中 

小・ベンチャー企業における職務発明規程の整備の促進を支援するため、相談 

支援体制の強化・充実を図る「職務発明規程の整備支援強化期間」を設定し、 

支援を強化します。 

 特に、中小企業等においては、就業規則において職務発明の取扱いを規定する 

ケースも多いことから、弁護士等の派遣支援を一層強力に進めるなど、支援メニ 

ューの充実を図り、中小企業等からのご相談に積極的に対応していきます。  

 

【職務発明規程の整備支援強化期間】 

  平成 28 年 11 月 1 日（火）～平成 29 年 2 月 28 日（火）（4 か月間） 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/press_release/161028.pdf 

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

【６】【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。） 

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

 

  ■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  

  □■□      「『汁なし担担麺』の知財戦略」          ┃ 

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

  □     日本弁理士会 中国支部 弁理士 川角 栄二    ┃ 

  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

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

 

 広島に「汁なし担担麺」という麺料理があるのをご存知でしょうか。10 年前 

までは知る人ぞ知る存在で、専門店もわずか数店だったのが、今では汁なし担担 

麺を提供する店は広島市内で 200 を超え、広島を代表するご当地グルメとしての 

地位を固めつつあります。 

 この急速な普及の裏には、ある専門店が仕掛けた知財戦略が潜んでいます。独 

特な料理のレシピは普通「秘伝」などとして隠されるものですが、この専門店は 

レシピを公開し、そのうえ「無断転載可」という但し書きまで添えて、大々的に 

店内で掲示しました。その結果、このレシピを利用して美味しい汁なし担担麺を 

提供する店が続々現れました。その一方で、レシピ公開というユニークな取り組 

み自体も話題となり、この専門店には今も行列が絶えません。 

 知的財産をオープンにすることで、粗悪品の出現を防ぎつつ商品を普及させ、 

市場を拡大させる戦略を「オープン戦略」と呼びますが、この汁なし担担麺はま 

さにオープン戦略で成功した好例と言えます。 

 弁理士は、知財の権利化だけでなく活用方法や戦略にも精通した「知財の専門 

家」です。御社の知財戦略についても、お気軽に弁理士にご相談下さい。 

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

【７】■再掲情報■ 

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

■インターネット出願ソフト等（※）について 

今般インターネット出願ソフト等と組み合わせているインストールソフトウェア 

に問題が発見されたことから、現在、メンテナンス完了までインターネット出願 

ソフト等のダウンロードサービスを中断しています。 

 ※対象となるインターネット出願ソフト等 

 （1）「インターネット出願ソフトの初回インストール（Windows 版）」 

 （2）「インターネット出願ソフトのアップデータ（Windows 版）」  

 （3）「ひな型（Windows 版）」 

 （4）「旧)パソコン出願ソフト（Windows 版）」 

 （5）「PCT-SAFE 専用証明書ストア作成ツール」 

 （6）「PCT-RO・XML コンバータ」 

 （7）「HTMLtoXMLConverter(英語)」 

●メンテナンスの終了時期につきましては、詳細が分かり次第、ホームページに 

 てお知らせいたします。 



▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/shutsugan_soft_161026.htm 

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

■「特許審査着手見通し時期照会」のお知らせ（特許庁） 

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

 出願人及び代理人のより適切な権利取得に向けて、出願人・代理人ごとの審査 

未着手出願（公開前の出願を除く）の着手見通し時期を、ホームページを通じて 

提供するものです。 

 近々着手見通しの出願については、出願の権利化の必要性等につきご確認いた 

だき、必要に応じて早期審査制度や面接審査制度、情報提供制度の利用をご検討 

いただくとともに、権利化の必要がなくなった出願がございましたら、審査請求 

料返還制度を利用いただくことをお勧めいたします。 

【お問合せ先】特許庁審査第一部調整課企画調査班 

       TEL：03-3581-1101 内線 3107 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/search_top.htm 

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

■「活用支援」のお知らせ（特許庁） 

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

●知的財産プロデューサー派遣事業 

▽詳細は、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/katsuyo/ippd/ 

●海外知的財産プロデューサー（海外展開知財支援窓口） 

▽詳細は、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/gippd/ 

●産学連携知的財産アドバイザー派遣事業（平成 28 年度開始） 

▽詳細は、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/katsuyo/uicad/ 

●開放特許情報データベース 

▽詳細は、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://plidb.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService 

●知的財産権取引業者データベース 

▽詳細は、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/katsuyo/db/agentsdb/ 

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/sesaku/katuyo_shien00.htm 

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

 ■「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 

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


