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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】特定非常災害特別措置法第 3 条第 3 項に基づく 

    令和 2 年 7 月豪雨により影響を受けた手続期間の延長について(特許庁) 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「令和 2 年 7 月豪雨」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための 



特別措置に関する法律（平成 8 年法律第 85 号。以下「特定非常災害特別措置法」 

という。）第 2 条第 1 項に規定する特定非常災害として指定されました。 

これにより、同法第 3 条第 3 項の規定に基づく申出を行うことにより、この災害に 

よって影響を受けた手続期間の延長が認められることになりました。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/gou_202007_encho.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「令和 2 年度 検索エキスパート研修［特許］(第 1 回)」のご案内 

    (INPIT) 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

INPIT(インピット)では、先行技術調査の業務に従事すること等によって、特許 

法について十分な知識を有する者を対象に、検索エキスパート研修[特許]を開催 

いたします。当該研修は出願及び審査請求の適正化に資する人材の育成を目的と 

しており、受講いただくことにより、先行技術調査能力の一層の向上を目指して 

いただけます。 

現在のコロナ禍の状況においても、安心して皆様に研修を受講いただくため、当 

該研修の一部をオンラインにて提供することといたしました。 

 

研修期間：9/28(月)～10/1(木)  

（9/28、29：オンライン型研修、9/30、10/1：集合型研修(東京開催)） 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jyou/2020kensyu.patent1.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】「知財のミカタ～巡回特許庁～」を全国 9 都市で開催します！（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁は、「なんだか難しそうで敷居が高い」という知財の“見方”を変えて、 

知財を“味方”にしてビジネスなどに上手く活用するきっかけを作っていただく 

ことを目的に、全国各地で巡回特許庁を開催しています。 

各分野の第一線で活躍する専門家を講師に迎え、知財の見方を変えるセミナーを 

行うほか、開催地域で活躍する弁理士が分かりやすく知財について説明する日本 

弁理士会による「知財広め隊セミナー」を併催します。さらに、知財や経営に関 

するお悩みについて、INPIT 知財総合支援窓口やよろず支援拠点の支援担当者が 

対応する相談コーナーを開設します。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://junkai-jpo2020.go.jp/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】令和元年意匠法改正特設サイト（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

令和元年意匠法改正(以下、「意匠法改正」)に関する情報を纏めたサイトを開設 



しました。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】中国・台湾で日本の地名や、自身の商標が他者により 

    出願登録された場合の総合的支援策について(特許庁) 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

中国・台湾において日本の地名や自身の商標、地域ブランド等が第三者によって 

出願登録される事例が相次いでおり、これによって我が国の企業等の現地でのビ 

ジネス展開に支障が生ずるリスクが増加しています。 

このような事態に対処するため、特許庁ではジェトロ等関係機関と連携し、自治 

体・地域企業等関係者への情報提供を行うとともに、早期の商標登録や取消請求 

等の自発的な取組への支援など、今後総合的に支援を強化します。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/bonin/shohyo_syutugantaisaku.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】「第 2 次地域知財活性化行動計画」を策定しました(経済産業省) 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁は今般、知財分野における地域・中小企業支援に関する 2019 年度までの 

「地域知財活性化行動計画」(2016 年 9 月 26 日決定)を改定し、特許庁、独立行 

政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が地方自治体等の関係主体と連携して 

実施する次期行動計画として、2022 年度までの 3 年間の「第 2 次地域知財活性化 

行動計画」(以下、「第 2 次行動計画」)を策定しました。 

第 2 次行動計画のポイントは、以下のとおりです。 

(1)基本方針 1：「ターゲットを意識した地域・中小企業支援の充実」 

(2)基本方針 2：「地域・中小企業の支援プレイヤーの連携と支援の融合」 

(3)基本方針 3：「KPI の設定・共有と新たな情勢を踏まえた取組」 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200715003/20200715003.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【７】「岡山知財塾《初級編》」の受講者を募集します！【９月コース】 

    (岡山県発明協会) 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「岡山知財塾（初級編）」は、知的財産の基礎知識や、特許の取得・管理方法、 

企業経営における知財活動の重要性について、事例紹介や質疑応答を交えながら、 

初心者の方にも分かり易く解説する、3 日間で 1 コース完結の少人数制セミナー 

です。知的財産を学ぶ学習ツールとして活用できる動画「もうけの花道」や知的 

財産管理技能検定の過去問題など、実践で役立つ教材も取り入れています。 

この機会にぜひご参加ください。 



○日 程： 

 (1)9/3(木) 第 1 回「知的財産制度概説」 

  【講師】特許業務法人せとうち国際特許事務所 弁理士 伊藤俊一郎 氏 

 (2)9/10(木) 第 2 回「特許出願から権利化まで」 

  【講師】森特許事務所 弁理士 田中秀明 氏 

 (3)9/24(木) 第 3 回「特許権の権利範囲と外国出願手続」 

  【講師】クレッシェンド特許総合事務所 弁理士 黒住智彦 氏 

〇会 場：テクノサポート岡山  交流サロン(岡山市北区芳賀 5301） 

○時 間：各回とも 13:00～16:30 

○定 員：15 名(定員になり次第締め切らせていただきます) 

○受講料：無 料 

○対象者：知財初心者(岡山県内に事業所、営業所のある企業に所属していること) 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://okayama-hatsumei.jp/information/10 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【８】「令和 2 年度 中小企業等外国出願支援事業」の第 2 回公募のご案内 

    (ひろしま産業振興機構) 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

公益財団法人ひろしま産業振興機構（産振構）では，県内中小企業者等の戦略的 

な外国への特許出願等を促進するため，特許庁の事業を活用して，外国出願に要 

する費用の一部を補助します。 

 

応募期限：8/31(月) 17 時（必着） 

※申請をご検討の場合は、早めに(8/11(火)目途)、ご連絡・ご相談ください。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.hiwave.or.jp/news/22908/ 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【９】【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 

しています。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 

ていますので、お楽しみください。 

（日本弁理士会 中国会にご協力いただき、月 2 回程度配信予定です。） 

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

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「わからないことに対応する難しさ」        ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 中西 康裕       ┃ 



┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 コロナウイルスの感染者が鳥取県でも急に増えてきています。コロナウイルス 

はまだまだわからないことが多いそうですね。わからないからこそ、対応に悩ま 

され、皆さんもより一層怖さを感じるのだろうと思います。 

 この「わからないことに対応する難しさ」については、何もコロナウイルスだ 

けの話ではないよう思いました。 

 つい最近ある方から、新商品についての特許相談がありました。話を聞くとそ 

の商品自体が今までにない商品ということでした。確かに見たことも聞いたこと 

もなかったのですが、念のためネット検索したところ、なんと同じコンセプトの 

商品が見つかりました。 

 ただし、コンセプトは同じですが実際の商品形状はかなり違うので、出願は十 

分できるだろうと思っていました。ところがその商品のサイトをよく見てみると、 

なんと特許出願済みの記載がありました。ただ、この段階でも出願内容さえわか 

れば、違いを明確にした上で出願すれば、相談者の製品を広くカバーできるだろ 

うと思っていました。 

 しかし、その出願、実はつい最近出願されたようで、まだ内容が公開されてい 

ませんでした。こうなるとさあ大変です。商品は違っているのですが、その出願 

にはどこまでの内容が書かれているのかわかりません。仮に出願してもどこまで 

の権利範囲が狙えるのかは予想困難です。また、見つかった出願が特許になった 

場合の権利範囲も予想できません。そもそも無関係なのかもしれません。まさに 

「わからないこと（出願）に対応する難しさ」を実感しました。 

 「コロナウイルス 対 人類」。「わからない出願 対 相談者（&弁理士）」。 

この結果は…。 

 ところで「特許出願済み」の記載があると、とくにその内容がまだ公開されて 

いないと弁理士を非常に悩ませることになります。出願人側からすると、まさに 

出願による効果の一つですね。 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【１０】～自社の開発技術を守り・攻める～ 

    今回のピックアップ動画は「オープン・クローズ戦略」 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

知財を楽しく学べる Web サイト「もうけの花道」から、おススメの動画情報を 

お届けするコーナー「もうけの花道をいく」！ 

今回は、企業の優れた知財活用事例を集めた「もうけの羅針盤」コーナーから、 

「自社の開発技術を守り・攻める～オープン・クローズ戦略～」をご紹介します。 

 

特許等で排他的独占権を取得するオープン戦略とノウハウ等のクローズ戦略。 

産業財産権と自社技術の特徴をしっかり見極め、両戦略を上手に選択する！ 

オープン・クローズ戦略の勘所が分かります。 

知財戦略を見直すきっかけに一度ご覧下さい。 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/92/index.html 

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

【１１】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ(INPIT) 



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

＜障害・臨時メンテナンス情報＞ 

 以下の期間は臨時メンテナンスのため、OPD 照会の全サービスを停止させて 

 いただきます。 

 2020 年 8 月 8 日(土)8:00～2020 年 8 月 11 日(火)9:00 

 メンテナンスの停止予定日時は変更になることもありますのでご注意願います。 

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

【１２】■再掲情報■  

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

■「2020 年度中小企業等特許情報分析活用支援事業」の第 4 回公募開始(INPIT) 

https://ip-bunseki.inpit.go.jp/ 

 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

 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 知的財産室 

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

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏  


