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【１】～中国地域の「旬」な情報をレポートし、『元気』を発信中！～ 

   中国経済産業局 広報誌「『旬レポ中国地域』12 月号- vol.93 -」発行の 

   お知らせ （中国経済産業局） 

【２】～買い物ではない！ 犯罪者との契約です！ 模倣品・海賊版購入は。～ 

   「平成 28 年度「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン実施」のお知らせ 

       （経済産業省・特許庁） 

【３】～インストールソフトウェア問題、一部解決です！～ 

   「インターネット出願ソフト等のダウンロードサービス一部再開」の 
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   「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）機能追加・改善予定」の 

     お知らせ（特許庁） 

【５】「J-PlatPat メンテナンス」のお知らせ（特許庁） 

【６】～新事業創出のため設備投資等を支援します！～ 

   平成 28 年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業」 

     公募開始のお知らせ（中小企業庁） 

【７】広報誌「とっきょ」平成 28 年 12・1 月号のお知らせ（特許庁） 

【８】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

   「その商標、正しく使えていますか？」 

     日本弁理士会中国支部 弁理士 田中 咲江  

【９】■再掲情報■ 

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

２．内 容 

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

【１】中国経済産業局 広報誌「『旬レポ中国地域』12 月号- vol.93 -」発行の 

   お知らせ （中国経済産業局） 

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

 『旬レポ中国地域』は、毎月 第１月曜日発行の電子広報誌です。 

 

【特集】下請等中小企業の取引条件改善に向けた取り組みについて 

【今月のトピックス】 

 ・日本の農商工連携を世界に発信！！ JICA ビジネス開発強化研修 

【地域パートナーＨＯＴ情報】（岡山県） 

 「それ善く天下の事を制する者は、事の外に立ちて、事の内に屈せず」 

 

【tweet!アドバイザー】 

 ・中小機構による農商工連携活用の支援事例紹介 



 「農商工連携による海外展開事例」  

    （独）中小企業基盤整備機構 中国本部 プロジェクトマネージャー 渡貫 久 

 

 ・地域ブランド化における地域団体商標の活用について  

    （地域経済部 産業技術連携課 特許室） 

 

【脱・都会！地方に移住した若者たち】 

 （東京→総社市・岡山市）小林美代子さんの場合 Part1（広報室） 

【エッセイ】テクノえっせい『RGB/LED 照明でゴミの選別』 

       （広島工業大学名誉教授／中山 勝矢） 

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.chugoku.meti.go.jp/info/densikoho/MT.htm 

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

【２】「平成 28 年度「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン実施」のお知らせ 

      （経済産業省・特許庁） 

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

 経済産業省・特許庁は、平成 28 年度「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」を 

実施します。今年度は、インターネットサイトを利用する消費者をターゲットと 

して、「買い物ではない。犯罪者との契約です。」をキャッチコピーに、特設ウェ 

ブサイトを開設するほか、総合ポータルサイトなどの多様な媒体を利用して、強 

力な働きかけを行います。 

 

【実施期間】平成 28 年 12 月 1 日(木)～平成 29 年 2 月 28 日(火) 

【内 容】 

 (1)特設ウェブサイト(キャンペーンウェブサイトを開設) 

  模倣品購入リスクを認知する動画の配信のほか、模倣品の見分け方や怪しい 

  サイトの見分け方など、ニセモノに騙されないための実践的な知識の提供、 

  模倣品・海賊版撲滅に向けた関係団体の取組等を掲載します。 

   動画には英語及び中国語字幕付きのものも用意し、模倣被害が増加傾向にあ 

  る海外の消費者等に対するメッセージとしても発信します。 

 (2)広告 

  総合ポータルサイト、オークションサイト等を媒体として利用し、消費者を 

  当該サイトから上記キャンペーンウェブサイトに誘導します。 

 (3)イベント 

  キャンペーン期間中に、一般消費者に模倣品問題の重要性を直接訴えるパネ 

  ルディスカッション及びニセモノ展示会を開催します（※）。 

  （※）詳細については、後日特設ウェブサイトにてご案内予定。 

 

【今後の取組】 

 消費者啓発事業のほか、産業界や関係政府機関とも連携し模倣被害状況を把握 

  する調査を実施するとともに、取締り強化に向けた各国政府への要請、これを 



  担う人材育成の支援、海外進出日系企業支援など、模倣品・海賊版撲滅のため 

  の事業を総合的に実施してまいります。 

 

【協賛及び後援】知的財産戦略本部、警察庁、消費者庁、総務省、法務省、 

  外務省、財務省、文部科学省文化庁、農林水産省、国土交通省観光庁、 

 国際知的財産保護フォーラム（IIPPF） 

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/mohouhin/28fy/campaign/ 

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

【３】「インターネット出願ソフト等のダウンロードサービスの一部再開」の 

    お知らせ（特許庁） 

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

 特許庁が提供しています、インターネット出願ソフト等につきまして、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、ダウンロードサービスを中断していましたが、以下のソ 

フトウェアについて、この問題を修正し、平成 28 年 11 月 28 日（月）にダウン 

ロードサービスを再開しました。  

 

【ダウンロード再開対象となるソフトウェア】 

 (1)インターネット出願ソフト(Ver.［i2.80］)の初回インストール(Windows 版） 

 (2)ひな型 2016.10（Windows 版） 

 (3)インターネット出願ソフト Ver.[i2.80]のアップデータ（Windows 版） 

 

▽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 

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

【４】「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）機能追加・改善予定」の 

       お知らせ（特許庁） 

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

 J-PlatPat の機能の追加・改善を以下のスケジュールで行いますのでお知らせ 

いたします。 

 

【スケジュール 1】平成 28 年 12 月 26 日（月） 

 (1)トップページのレイアウト変更 

  ・より使いやすく、わかりやすいレイアウトへ変更 

  ・必要な情報へのアクセスがしやすいようお知らせ欄を整理   

  ・各種特許情報へのリンクバナーの追加 

  ・メンテナンス情報の掲載欄の追加 

 (2)特許情報固定アドレスサービス（試行） 

  ・特定の公報情報にアクセスするためのページの URL を固定化することで、 

   メール等による特許情報の共有が容易となります。 



 

【スケジュール 2】平成 29 年 3 月末 

 (1)印刷機能の改善：審査書類情報照会で表示される書類、パテントマップガ 

     イダンスで表示される F タームリスト、商標出願・登録情報の結果一覧等 

     の印刷を、レイアウトが崩れることなく行えるようにします。 

 (2)詳細表示（特許・実用新案）のユーザーインターフェース改善 

   特許・実用新案の公報の項目表示の際に、画面をスクロールしても「図面」 

  「前の文献／次の文献」を常に表示するようにします。 

 (3)パテントマップガイダンスの分類情報への直接リンクが可能 

   パテントマップガイダンスの分類情報への直接リンク（例えば、メール等 

     に貼り付けられた URL から分類情報に直接アクセスすること）が可能とな 

     ります。 

 

【スケジュール 3】平成 30 年 1～3 月頃 

 (1)特許・実用新案検索機能の刷新 

  特許庁システムとの連携により、データベースの共通化と検索機能の追加・ 

    改善が行われます。具体的には、以下のような機能追加・改善が行われます。  

  ・外国公報（米国・欧州・国際出願）の英語テキスト検索（機能追加） 

  ・分類とキーワードを掛け合わせた検索（機能追加） 

  ・合金検索サービス(機能追加) 

  ・近傍検索(機能追加) 

  ・国内の公開特許公報等のテキスト検索が可能な年範囲の拡大（機能改善） 

  ・検索結果表示件数の上限拡大（機能改善） 

 

【お問合せ先】知財情報部 情報提供担当 

              TEL：（代表）03-3581-1101 内線 2413 

       E-mail：PA0670@inpit.jpo.go.jp 

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/othersinfo/h28fytbd.html 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/NEWS/20161122_01.pdf 

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

【５】「J-PlatPat メンテナンス」のお知らせ（特許庁） 

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

 メンテナンス等のため、以下の期間はサービスを停止させていただきます。 

 

【全サービス停止予定日】 

  平成 28 年 12 月 23 日（金）18:00 ～12 月 26 日（月）8:00 

 （※新機能の追加及び現行機能の改善のため） 

 

【審査書類情報照会 サービス停止】および 

【ワン・ポータル・ドシエ照会 サービス停止】 



  平成 28 年 12 月 29 日（木）7:00 ～平成 29 年 1 月 4 日（水）8:00 

 （※なお、サービス停止予定日は変更になることもあります。） 

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/NEWS/news.html 

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

【６】平成 28 年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業」 

    公募開始のお知らせ（中小企業庁） 

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

 国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、経営 

力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中 

小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援します。            

 

【支援概要】 

 ●中小企業者等が第四次産業革命に向けて、IoT・AI・ロボットを活用するも 

   のづくり・商業・サービス開発を支援(補助上限：3000 万円、補助率：2/3) 

 ●中小企業者等のうち経営力向上に資する革新的ものづくり・商業・サービ 

   ス開発を支援(補助上限：1000 万円・500 万円、補助率：2/3) 

 

【公募期間】平成 28 年 11 月 14 日(月)～平成 29 年 1 月 17 日(火)(当日消印有効) 

【応募申請】補助事業の主たる実施場所に存在する都道府県地域事務局へ応募申 

      請書類をご郵送いただくか、中小企業庁が開設した支援ポータルサ 

      イト「ミラサポ」による電子申請(平成 29 年 1 月 4 日(水)開始予定) 

      にてお願いいたします。（ https://www.mirasapo.jp/ ） 

【公募要領等】全国中小企業団体中央会のウェブサイトをご覧ください。 

 

【お問合せ先】 

 ・鳥取県事務局 鳥取県中小企業団体中央会 （TEL：0857-30-2503）  

 ・島根県事務局 島根県中小企業団体中央会 （TEL：0852-21-4809） 

 ・岡山県事務局 岡山県中小企業団体中央会 （TEL：086-224-2245） 

 ・広島県事務局 広島県中小企業団体中央会 （TEL：082-228-0926） 

 ・山口県事務局 山口県中小企業団体中央会 （TEL：083-922-2606） 

  お問合せ時間：10:00～12:00、13:00～17:00/月曜～金曜 

         （年末年始、祝日を除く） 

 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/indus_tech/161114.html 

http://www.chuokai.or.jp/hotinfo/28mh_koubo_2016nov-.pdf 

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

【７】広報誌「とっきょ」平成 28 年 12・1 月号のお知らせ（特許庁） 

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

【特集 1】地域知財活性化行動計画（地域・中小企業支援に向けた取り組み） 



【特集 2】全国各地で開催！ 出張面接審査 

【全国の特許室を訪ねて】東北経済産業局 特許室 

【JPO 通信】特許庁のさまざまな取組をご紹介  

【地域ブランド紀行】 

   「津軽の桃」(青森県）、「雄勝硯(おかつすずり)」(宮城県) 

 

▽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/kohoshi_tokkyo.htm 

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

【８】【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。） 

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

 

  ■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  

  □■□      「その商標、正しく使えていますか？」      ┃ 

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

  □       日本弁理士会中国支部 弁理士 田中 咲江  ┃ 

  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 

 商標権は、特許、実用新案、意匠と異なり 10 年ごとに更新できることから、 

永久権とも呼ばれています。それは、商標の本質が、使い続けることで顧客の信 

用が蓄積し、その価値が高まっていくものであるためです。つまり、使われてい 

ない商標（不使用商標）は価値が低いため、保護すべき理由がない訳です。 

 そこで、不使用商標を取り消すよう求める審判（不使用取消審判）を、誰でも 

請求できることになっています。逆に言えば、せっかく登録となった商標も、正 

しく使わなければ取り消されてしまう可能性があるのです。 

 不使用取消審判においては、被請求人側に立証責任が生じるため、使用の事実 

を被請求人側が証明しなくてはいけません。この場合、登録商標に類似する商標 

ではなく、登録商標そのものを指定商品・役務に使用している事実を証明するこ 

とが必要です。ですから、登録商標は持っているけど、実は今使っている商標は、 

登録商標とはデザインが変わっている…といった場合は注意が必要です。 

 もちろん、登録商標を正しく使用している事実を証明できれば、取り消される 

ことはありませんので、登録後も定期的に使用状態を見直すことが大事です。 

 商標＝信用の証として、権利化後も大切に育てていってほしいと思います。 

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

【９】■再掲情報■ 



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

■「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います。 

▽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 

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

■「地域団体商標登録情報の更新」のお知らせ（特許庁） 

 《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(2016/9/23) 

▽詳細は、以下のＨＰをご覧ください。▽ 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tourokushoukai/bunrui/pdf/35-007-5883823.pdf 

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

■「職務発明規程の整備支援強化期間」のお知らせ（INPIT） 

 （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。 

【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/161028-2.pdf 

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

 ■「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 

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


