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１．目 次 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】～建築物、内装の意匠に続いて～ 

 画像の意匠が初めて意匠登録されました（経済産業省） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】～新たに２件追加～ 

「奥出雲和牛」と「明治ごんぼう」地域団体商標に登録へ（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】～令和２年度 ３回目の公募開始～ 

「中小企業等外国出願支援事業」募集のお知らせ（やまぐち産業振興財団） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】～知財マネジメントスキルを測る国家試験～ 

「知的財産管理技能検定 第３８回検定」の申込受付中（知的財産教育協会） 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■ 

【５】～営業秘密管理の導入に向けて～ 

「営業秘密・知財戦略セミナー（初級）」開催のお知らせ（INPIT） 

【６】～デザイン経営で企業の悩みを解決する～ 

「DESIGN-DRIVEN MANAGEMENT SEMINAR」開催のお知らせ（特許庁、KESIKI INC.） 

【７】～検定試験制度と中小企業における活用を紹介～ 

「知的財産管理技能検定の活用のススメ」開催のお知らせ（広島県発明協会） 

【８】～女性起業家必見です～ 

「意外と知らない！？知財のオ・ハ・ナ・シ」開催のお知らせ（中国ＮＢＣ） 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

【９】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「近時の標準必須特許に関する欧州最新判例と我が国知財法政策への示唆」 

   日本弁理士会中国会 弁理士 竹内誠也 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【１０】～知財に関する悩みは、どこに相談すれば？～ 

    今回のピックアップ動画は「知財総合支援窓口について」 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

【１１】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】画像の意匠が初めて意匠登録されました（経済産業省） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

イノベーションの促進とブランド構築に資する優れた意匠を保護可能とすべく意 

匠法が抜本的に改正され、令和 2 年 4 月 1 日から、画像、建築物、内装の意匠が 

新たに保護対象となりました。 



この度、「画像の意匠」が初めて意匠登録されましたので、お知らせいたします。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201109002/20201109002.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「奥出雲和牛」と「明治ごんぼう」地域団体商標に登録へ（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

地域団体商標制度とは、地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地 

域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として 2006 年 4 月 1 日に導入 

されました。 

「奥出雲和牛」は島根県で 10 件目、「明治ごんぼう」は岡山県で 10 件目の登録。 

これで、中国地域における地域団体商標は 51 件の登録となりました。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/inde 

x.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】「中小企業等外国出願支援事業」募集のお知らせ（やまぐち産業振興財団） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

やまぐち産業振興財団では、県内中小企業の知的財産を活用した海外での戦略的 

な事業展開を支援するため、外国出願に要する経費の一部を助成します。 

申請をご検討の場合は、お早めにご相談ください。 

 

募集期間：11/9（月）～11/30（月） 17:00 必着 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

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

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】「知的財産管理技能検定 第３８回検定」の申込受付中（知的財産教育協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

知的財産管理技能検定は、技能検定の中の「知的財産管理」という職種に関する 

国家試験です。 

知財マネジメントに関する技能の習得レベルを測定・評価し、公的に証明するも 

ので、合格者には「知的財産管理技能士」という国家資格が与えられます。 

 

日時  ：2021/3/7（日） 

実施地区：岡山、広島  ※1 級実技試験は東京のみ 

申込受付：10/12（月）～1/26（火）  

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

http://www.kentei-info-ip-edu.org/ 

■…━…━…━…━…━…━…━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 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】「営業秘密・知財戦略セミナー（初級）」開催のお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

INPIT では、中堅・中小・ベンチャー企業等の方を対象に、営業秘密の管理・活 

用方法及び知財戦略に関する無料オンラインセミナーを開催しています。 

2 回目となる本セミナーでは、営業秘密管理をはじめるにあたって知っておきた 

い管理手法、情報の漏えい・流出事案などを経験豊富なアドバイザーや専門家が 

わかりやすく解説します。 

 

開催日時：11/24（火）14：00～17：05 

開催方法：YouTube Live による Web セミナー 

参加費用：無料  

 

▽お申込み方法・詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/consul/ipseminar/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】「DESIGN-DRIVEN MANAGEMENT SEMINAR」開催のお知らせ(特許庁、KESIKI INC.) 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁は、中小企業の課題解決の方法「デザイン経営」の導入を支援するため、 

経営者や有識者を招いて先行事例を紹介する、オンラインセミナーを開催いたし 

ます（全 5 回の開催を予定）。 

第 1 回目は、これまで多くのプロジェクトで中小企業のデザイン経営を推進され 

てきた株式会社ロフトワークの林千晶氏をゲストに迎え、デザイン経営の総論か 

ら、中小企業の抱える課題との接点まで、鼎談形式でお届けします。 

 

第 1 回 特許庁 西垣淳子 × KESIKI 石川俊祐 × Guest ロフトワーク 林千晶 

日時 ：11/30（月）13:00～14:00 

主催 ：特許庁、KESIKI INC. 

 

▽お申込み方法・詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://design-driven-management-01.peatix.com/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【７】「知的財産管理技能検定の活用のススメ」開催のお知らせ（広島県発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

新型コロナウイルスの感染拡大等により事業環境が変化し、顧客のニーズも大き 

く変化するなかで継続的な成長を実現するためには、組織全体の知財力を高めて 

いく必要があります。 



本セミナーでは、「知的財産管理技能検定」の制度説明のほか、なぜ組織全体の 

知財力を高めることが必要なのか、検定はどのように知財力 UP に貢献するのか。 

そして、実際にその検定を活用している企業はどのように活用し、どのような成 

果につなげているのかをご紹介します。 

 

日時  ：12/18（金）15:30～17:00 

開催方法：オンライン（zoom ウェビナーによるライブ配信） 

参加費 ：無料 

対象者 ：中小企業の経営者及び就業者の方で、知的財産管理技能検定の受検を 

     検討している方、知的財産に関する知識・スキルを身に付けたいと 

     考えている方、知的財産に関する学習機会を求めている方 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji16046.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【８】「意外と知らない！？知財のオ・ハ・ナ・シ」開催のお知らせ（中国ＮＢＣ） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

企業活動において、お店の名前や商品名をつけるとき、ホームページに写真を掲 

載するときに、「これって大丈夫かな」と思ったことはありませんか？ 

よく分からないまま事業を進めてしまうと後になって困った事態にならないとも 

限りません。また、ネーミングを変えただけで売上アップという話も！？ 

本セミナーでは、各専門家がそれぞれの立場から「知的財産」をテーマに解説い 

たします。奮ってご参加ください。 

 

開催日時：12/1(火) 15:30～17:30 (受付開始 15:00) 

開催場所：第 3 ウエノヤビル 6 階 コンファレンススクエア 

    （広島市中区鉄砲町 1-20） 

対象者 ：広島支部女性部会のメンバー（お知り合いの女性起業家も参加可能） 

     広島支部会員企業の女性社員、 

     広島県内の第 3 回 SOERU 受賞者/第 4 回 SOERU 応募者 

定員  ：20 名（先着順にて受付） 

参加費 ：無料 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/hiroshima/news/121.html 

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

【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。） 

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

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「近時の標準必須特許に関する欧州最新判例と   ┃ 

■□   我が国知財法政策への示唆」         ┃ 

┃－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ┃ 

┃      日本弁理士会中国会 弁理士 竹内誠也      ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 実務上の注目を集めている標準必須特許（以下、「ＳＥＰ」）の濫用的な権利行 

使について特に欧州では、既にハーウェイ対ＺＴＥ事件（2015）にて欧州司法裁 

判所が、「ライセンスを受ける意思」と「誠実な交渉態度」を基準として権利行使 

の是非を判断すべきとする所謂「ハーウェイ・ルール」による基本的な法的判断 

枠組みを提示しています。 

 近時これに続き英国においては、イングランド・ウエールズ高等法院に係属し 

た 2017 年のアンワイアド・プラネット対ハーウェイ事件（2017）において、ＳＥ 

Ｐ権利行使に関する法的判断フレームワークの個別運用のあり方につき「比較ラ 

イセンス・アプローチ」を軸とした枠組みが示されました。さらに本年 2020 年 8 

月には、ハーウェイ社による上告を受けた英国最高裁判所による判決がなされ、 

ＳＥＰ保持者が提示すべきＦＲＡＮＤライセンス条件における「非差別性」原則 

を極めて厳密に解する所謂「ハードエッジ・アプローチ」については、特許権者 

に対して著しく過酷に過ぎるとの慎重な判断を示し、下級審たるイングランド・ 

ウエールズ高等法院による個別運用枠組みを維持すべきことが再確認されていま 

す。 

 他方で対照的に独国においては、2017 年 3 月のシスベル対ハイアール事件（2017） 

にてデュッセルドルフ上級地方裁判所が、ＳＥＰ保持者が提示すべき「非差別性」 

原則の解釈につき極めて厳格な基準を示す「ハードエッジ・アプローチ」を新た 

に採用し、「ハーウェイ・ルール」運用に係る独自の見解を判示しました。しかし 

ながらこれに対し、その上告審たる本年 2020 年 5 月の連邦通常裁判所判決では、 

むしろＳＥＰ実施者サイドの交渉態度と「ライセンスを受ける意思」の存否につ 

き厳格な判断基準を維持すべき旨を判示しています。かかる近時判決により独国 

裁判所も厳密な「ハードエッジ・アプローチ」からは距離を置くこととなり、「ハ 

ーウェイ・ルール」の個別運用方針にて適切なバランスが回復されたものと評価 

されます。 

 今後とも欧州各国でのＳＥＰ行使に係る「ハーウェイ・ルール」個別運用の動 

向を注視するとともに、我が国の関係判例と各種ガイドラインのあり方に適切な 

フィードバックが望まれるものと考えられます。 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【１０】～知財に関する悩みは、どこに相談すれば？～ 

     今回のピックアップ動画は「知財総合支援窓口について」 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

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」！ 

 

企業経営の中で生まれる知財に関する課題や悩みについて、どこに相談すればよ 

いのだろうかというお問い合わせをいただくことがあります。 

そのような時は迷わず、「知財総合支援窓口」をご案内しています。 

全国 47 都道府県に設置され、アイデア段階から事業展開まで、「知的財産に関す 

る悩みや課題」を一元的に受け付け、ワンストップサービスを無料で提供する「知 

財総合支援窓口」。具体的には、どのようなサービスが受けられるのだろうかと興 

味をもたれた方は是非、動画をご覧ください。 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/77/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１１】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○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。 

11/21（土）08:00～11/23（月）19:00 

 

○以下の期間はメンテナンス等のため、特許・実用新案の検索機能を停止させて 

いただきます。 

11/21（土）10:00～11/23（月）18:00 

 

 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

 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 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 


