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【１】～山口県、鳥取県で二次募集です～ 

二次募集「令和２年度 中小企業等外国出願支援事業」のお知らせ 

【２】～学生と SNS のちからで、地域ブランドの魅力を PR します～ 

「全国地域ブランド総選挙」のお知らせ（特許庁） 

【３】～今年はオンライン配信です～ 

2020 年知的財産権制度説明会（初心者向け）について（特許庁） 

【４】～社会人経験を有する人材を募集します～ 

任期付職員（商標審査官（補））募集のご案内（特許庁） 

【５】～皆さまのご意見・ご要望・お悩みをお聞かせください～ 

意見交換を希望する企業等を募集します！（特許庁） 

【６】～「研究開発・出願段階」支援について～ 

「2020 年度中小企業等特許情報分析活用支援事業」の第５回公募開始（INPIT） 

【７】～2020 年 10 月より、PCT 手数料が変わります～ 

国際出願関係手数料改定のお知らせ（特許庁） 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■ 

【８】～鳥取県の皆様さまへ～ 

「J-PlatPat 操作方法実務講習会」開催のお知らせ（INPIT 鳥取） 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

【９】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「コロナ禍での知的創造活動」 

   日本弁理士会中国会 弁理士 川角 栄二 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１０】～知財の盲点を学ぶことができる動画サイト「もうけの花道」より～ 

     「他社の製品を真似した時の落とし穴」のご紹介 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１１】J-PlatPat メンテナンス実施のお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】二次募集「令和２年度 中小企業等外国出願支援事業」のお知らせ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

山口県と鳥取県において、外国出願にかかる費用の半額を助成する外国出願支援 

事業の二次募集を行います。 

 

＜山口県＞ やまぐち産業振興財団 

・「令和２年度(第２回)中小企業等外国出願支援事業」の募集について 

・募集期間：9/9（水）～ 10/7（水）17:00（必着） 



http://www.ymg-ssz.jp/cms/modules/wordpress/index.php?p=1130 

 

＜鳥取県＞ 鳥取県産業振興機構 知的所有権センター 

・二次募集「令和２年度鳥取県産業振興機構中小企業外国出願支援事業補助金 

（特許、実用新案、意匠、商標）」の募集について 

・申請期間：9/1（火）～ 10/23（金）17:00 まで 

https://www.toriton.or.jp/index.php?view=7959 

 

なお、鳥取県ではＰＣＴ出願費用等に要する費用を助成する補助金も募集中です。 

・二次募集「令和２年度鳥取県産業振興機構中小企業外国出願支援事業補助金 

（ＰＣＴ特許出願、国際商標出願）」の募集について 

・申請期間：9/1（火）～ 10/23（金）17:00 まで 

https://www.toriton.or.jp/index.php?view=7958 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「全国地域ブランド総選挙」開催のお知らせ（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁及び各経済産業局は、「地域団体商標制度」の活用を通じた地域ブランド 

の魅力の PR や地域経済の活性化を目的として、「全国地域ブランド総選挙」を 

開催します。 

 

「地域ブランド総選挙」は、地元の学生が地域団体商標権者等への取材を通じて 

知り得た地域商品やサービスの魅力を SNS（Instagram）上で発信するとともに、 

今後の新商品や新ビジネスのアイデア、PR 方策等を競い合うコンテストです。 

 

中国地域からは、「石州瓦」（石州瓦工業組合、島根県立大学）と、「岡山白桃」 

（全農岡山県本部、岡山大学）が参加します。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200914001/20200914001.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】2020 年知的財産権制度説明会（初心者向け）について（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁及び（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）では、知的財産権制度の基礎 

的な内容について学びたい方、興味のある方を対象とした説明会を行っています。 

 

なお、今年度の知的財産権制度説明会（初心者向け）は、例年の会場開催ではなく、 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンライン配信で実施いたします。 

 

オンライン配信は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の「IP ePlat」にアク 

セスして頂き、パソコンの画面を通じて受講できます。 

 

▽「IP ePlat」はこちら▽ 



https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/View/Login/P_login.aspx?currentLan 

▽知的財産権制度説明会用テキスト等の電子データはこちら▽ 

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html 

▽説明会用資料をご希望の方は、こちらのサイトよりお申し込みください。無料 

で郵送いたします▽ 

https://www.jiii.or.jp/2020_shoshinsha/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】任期付職員（商標審査官（補））募集のご案内（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁では、民間企業、法律事務所又は特許事務所において法務一般に関する業 

務の経験を有する社会人の方を対象に、任期付商標審査官（補）の募集を行いま 

す。 

 

応募〆切：11/6（金） 消印有効 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください▽ 

https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/ninkitsuki-shohyo/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】意見交換を希望する企業等を募集します（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁では、より多くのユーザーの皆さまに特許庁の施策を知って活用いただく 

と共に、皆さまの知財に関するお悩みやご要望を伺うために、意見交換を希望さ 

れる企業等を募集します。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください▽ 

https://www.jpo.go.jp/support/general/gyousei_service/opinion-exchange.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】「2020 年度中小企業等特許情報分析活用支援事業」の第５回公募開始 

（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

中小企業等の費用負担が重い先行技術調査について、ニーズに応じた包括的な 

先行技術調査を支援します。 

 

(1)「事業構想～研究開発」「出願」段階の特許情報分析支援（公募制、無料） 

  第５回公募受付期間：9/3（木）～ 10/14（水）17:00 まで 

(2)「審査請求」段階の先行技術文献調査支援（一部自己負担有り） 

  5/27 から受付中（先着順） 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://ip-bunseki.inpit.go.jp/topNaviColumn_01/entry.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【７】国際出願関係手数料改定のお知らせ（特許庁） 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

2020 年 10 月 1 日から、国際出願関係手数料が改定されます。2020 年 10 月以 

降に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 

御注意をお願いします。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■  

イベント情報については、以下の中国地域知的財産戦略本部 HP のイベントカレン 

ダーを随時更新しておりますので、こちらもご活用ください。 

  

▽中国地域知的財産戦略本部 HP イベントカレンダー▽ 

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

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【８】「J-PlatPat 操作方法実務講習会」開催のお知らせ（INPIT 鳥取） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本講習会では、J-PlatPat を利用したことがあり、特許情報を効果的に検索された 

い方を対象に、１人１台のタブレットを使用して操作方法をわかりやすく説明し 

ます。 

また、先行技術調査の方法やキーワードによる検索方法を習得していただくこと 

ができ、検索実習することで、実践的な力も身につけることができます。 

 

日 時：11/19（木） 14:00～16:00（受付 13:30～） 

会 場：鳥取県立図書館 2 階 大研修室 

   （鳥取市尚徳町１０１） 

参加費：無 料 

定 員：10 名 （定員となり次第、締め切りとさせていただきます） 

申込締切：10/30（金） 

 

▽お申込み方法、及び詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://tottori-hatsumei.or.jp/?p=2354 

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

【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。） 

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

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 



□■□ 「コロナ禍での知的創造活動」          ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 川角 栄二       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

昨年末に発生した新型コロナウィルスは、今年に入り世界中で感染が拡大し、世界 

経済に深刻なダメージを与えるとともに、人々の生活様式を一変させることになり 

ました。コロナ禍において経済活動は顕著に低迷しています。では、発明などの知 

的創造活動も同様に低迷しているのでしょうか？ 

特許庁発表の統計※によると、昨年と比べ今年の特許出願件数はたしかに減ってお 

り、特に 4 月、5 月に著しい減少を示しています。これは緊急事態宣言発令による 

行動制限により、従来の働き方が大きく影響を受け、特許出願に繋がる企業活動が 

滞ったことが一因と推察されます。 

その一方、特許出願件数の減少とは対照的に、実用新案の出願件数は大きく増加し 

ました。緊急事態宣言下の 4 月、5 月でも前年同月比で 10%以上増加しており、そ 

れが明けた 6 月は前年同月比で 25%増加しています。 

この傾向の違いは何を意味するのでしょうか？特許出願の多くは大企業によってな 

されます。一方、実用新案は主に小規模事業者、個人発明家などに利用されていま 

す。すなわち、コロナ禍での行動制限により企業活動が低調であっても、個人レベ 

ルでの知的創造活動への意欲は低下してはいない、といえます。これは私の皮膚感 

覚とも合致しています。「出張も飲み会も減って時間ができたので、新製品のアイ 

デアを考えてばかりいる」方や、「自分の創意工夫でこの社会の状況を打破したい」 

方が、ご相談にみえるケースが増えています。 

人と会うことができなくても知的創造活動は継続することができます。知的創造活 

動の成果が見えるのには時間がかかりますが、将来のために、今は行動を制限して 

も、知的創造活動を制限してはなりません。この困難な状況をチャンスに転じるこ 

とができるのは知財なのです。 

 

※特許出願等統計速報令和 2 年 6 月分 

https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/document/index/202006_

sokuho.pdf 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１０】～知財の盲点を学ぶことができる動画サイト「もうけの花道」より～ 

     「他社の製品を真似した時の落とし穴」のご紹介 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

コロナ禍で、多くの飲食店等では飛沫防止パーテーション、間仕切りパネル、個々 

に仕切られたカウンター席の導入が進められていますが、このいわゆるおひとり様 

スタイルのカウンター席に見覚えがないでしょうか。 

そう、博多ラーメン(株)一蘭（本社 福岡市）の「味集中カウンター」です。 

最近、この味集中カウンターは「元祖ソーシャルディスタンス」として話題になっ 

ているようです。(株)一蘭の知的財産権を確認したところ、「店舗システム」に係 

る特許権（特許第 4267981 号）を有していることが分かりました。 

事業で何かコトを起こすときに気をつけていただきたいのは、他人の権利、特に 



知的財産権です。安心して事業を展開していくためには他社の権利を確認するこ 

とが重要です。令和元年意匠法改正により、店舗等の内装デザインが意匠法で保 

護されることとなりましたので、今後は先行登録された意匠への配慮も不可欠と 

なります。 

今回は、知財の盲点を学ぶことができる動画サイト「もうけの花道」の中から、 

「他社の製品を真似した時の落とし穴」をご紹介します。 

物品のデザインは意匠権によって保護されますが、他方、不正競争防止法の「商 

品等表示」に該当するケースや、著作権の保護対象となるケースもありますので、 

意匠登録がされていないからといって、安易に他社のデザインを模倣するのは大 

変危険な行為だと言えます。 

この落とし穴に落ちないための解決策については、是非サイトをご覧ください。 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/53/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１１】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

以下の期間はメンテナンス等のため、サービスを停止させて頂きます。 

 

（1）J-PlatPat 全サービスを停止 

9/18（金）21:00 ～ 9/21（月）19:00 

 

（2）特許・実用新案の検索機能を停止 

9/21（月）19:00 ～ 9/23（水）9:00 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

 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 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 


