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■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

【７】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「相手方販売先への警告」 

    日本弁理士会中国会 弁理士 笠原 英俊 

【８】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】「熊野筆」X「大内塗」がコラボレーションした逸品（中国経済産業局） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

中国経済産業局は、地域団体商標の普及啓発及び活用を目的とした各地域ブランド 

の更なる魅力づくりの支援を行うために、「地域ブランドコラボレーション事業」 

を実施しました。 

コラボレーションを通じて、伝統工芸品の魅力に新たな付加価値を見いだした 

「熊野筆」と「大内塗」がプロデュースするのは、「大内塗パウダーブラシ」。 

二つのブランドを一度に体感できる贅沢な逸品を是非、ご覧ください。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

http://www.koyudo.co.jp/shopdetail/000000000438/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「第 2 回 IP BASE AWARD」エントリー募集開始（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「IP BASE AWARD」とは、知財戦略において優れたスタートアップ、知財支援の 



専門家、エコシステムのベストプレイヤーを表彰する年 1 回のアワード企画です。 

今回、ベンチャー・スタートアップ企業における知財全般に関する取り組みにお 

いて、意欲・先進性・注目度などの観点から、めざましい取組をした個人・組織 

を募集いたします。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://ipbase.go.jp/news/2020/11/news-1116.php 

■…━…━…━…━…━…━…━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 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】「海外知財活用講座開催プログラム」開催のお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（独）工業所有権情報・研修館（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セミナーを開 

催しています。 

本セミナーでは、企業の権利化／秘匿化等の知財戦略や営業秘密の管理手法、情 

報の漏えい・流出事案について経験豊富な弁理士、知的財産戦略アドバイザーが 

わかりやすく解説します。 

 

【第 3 回 海外知財活用講座開催プログラム】 

開催日時：12/4（金）14:00～17:00 

開催方法：YouTube Live による Web セミナー 

 

【第 4 回 海外知財活用講座開催プログラム】 

開催日時：12/15（火）14:00～17:20 

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 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】「知らなかったでは済まされない!? With コロナ時代のビジネスと知的財産」 

        開催のお知らせ（日本弁理士会・中小企業大学校 web 校） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

コロナ禍の現在、自社のビジネスを維持・発展させていくために、様々な課題・ 

悩みを抱えているのではないでしょうか。 

特に、中小企業では知的財産について十分に検討しないまま新商品の開発や他業 

種への転換・参入などを進めてしまうと、他社の知的財産権を意図せずに侵害し 



てしまい、その結果、事業からの撤退を余儀なくされたり、多額の賠償金を請求 

されたりするなど、「知らなかった」では済まされない深刻な問題が生じてしま 

うことがあります。 

本セミナーでは、中小企業の皆様、また中小企業支援に携わる皆様に向け、コロ 

ナ禍の今だからこそ知的財産の観点から留意していただきたい事項について、事 

例を交えながらわかりやすく解説いたします。 

 

開催日時 ：12/7（月）14:00～15:30 

主な対象者：中小企業支援に携わる方、中小企業経営者、経営幹部 

      (知的財産に関して、初心者～初級者を主な対象としています) 

参加費  ：無料 

▽お申込み方法・詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://webeecampus.smrj.go.jp/event/20201207/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】「出願前、まず調べてみよう！」開催のお知らせ（広島県発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

研究開発の方向性のヒントが欲しい！ 権利を取得できるかどうか知りたい！ 

こうした課題は、J-PlatPat で調べることができます。 

本セミナーでは、誰でも無料で利用できる J-PlatPat の検索のしかた、効果的な 

使い方のポイントをわかりやすく解説いたします。 

 

【特許・実用新案編】 

開催日時：12/10（木）13:30～14:30 

開催方法：オンライン（ZOOM ウェビナーによるライブ配信） 

定員  ：15 名 

参加費 ：無料 

▽お申込み方法・詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji16063.html 

 

【意匠・商標編】 

開催日時：12/16（水）13:30～14:30 

開催方法：オンライン（ZOOM ウェビナーによるライブ配信） 

定員  ：15 名 

参加費 ：無料 

▽お申込み方法・詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji16053.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】「中小企業のための海外ビジネスと知財対策」開催のお知らせ 

      （ジェトロ横浜） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

コロナ禍で海外の展示会に出展ができない中、オンライン展示会や EC サイトを通 

じた海外販路開拓は大変有効なツールの一つですが、事前の知的財産の保護対策 



が不十分だと、オンライン上に公表した製品の商標や意匠が第三者に無断で出願 

されたり、特許出願の権利を失ったりする可能性もあります。 

本セミナーでは、海外販路開拓を考える中小企業のために、知的財産の基礎知識 

と、リアル、オンライン両方での展示会出展時に気をつけるべき知財リスクと対 

策方法について解説します。 

 

開催日時：12/11（金）14:00～16:00 

開催方法：ZOOM によるオンライン開催（ライブ配信） 

定員  ：40 名 

対象  ：海外ビジネスを行うにあたって必要な知財に関する基礎知識と対策に 

     ついて学びたい企業の経営者、海外営業担当者など 

参加費 ：無料 

申込締切：12/11（水）12 時まで 

▽お申込み方法・詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/yok/20201211.pdf 

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

【７】【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。） 

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

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「相手方販売先への警告」            ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 笠原 英俊       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 特許権を自社Ｘが所有しているのに、その内容に似た製品を競争相手Ｙ社が製 

造しＺ社に販売しているような場合、通常、Ｙ社の製造販売行為が特許権侵害で 

ある旨の警告をＹ社にします。しかし、警告や話し合いで解決できないときには、 

Ｙ社を提訴等することの他に、Ｙ社の製品は特許侵害品なので購入してはならな 

いとのＺ社への警告を思いつくことがあります。 

  しかし、Ｙ社の販売先であるＺ社に対して、このような警告をすることは、不 

正競争（信用毀損行為）に該当すると判断される可能性がありますので、十分慎 

重に考える必要があります。自社Ｘは、Ｙ社の行為が特許権を侵害すると考えて 

いても、特許権の侵害に該当するか否かの判断は容易なものばかりではありませ 

ん。もし、Ｚ社への警告を自社Ｘが行ったものの、Ｙ社の行為が特許権を侵害す 

るものではない場合（Ｙ社製品が特許権の範囲外である場合、本来は特許される 

べきものでない場合（無効理由）、Ｙ社が先使用権を有する場合等）には、その 



警告が、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又 

は流布する行為」（不正競争防止法第２条第１項第２１号）に該当し不正競争と 

される可能性があります。即ち、この警告は、競争関係にあるＹ社の顧客Ｚ社に 

虚偽の事実（Ｙ社製品が特許権の侵害品であること）を告知してＹ社の営業上の 

信用を害する不正競争とされる可能性があるわけです。この警告が不正競争とさ 

れると、Ｙ社は、自社Ｘに対し、差止請求、損害賠償請求及び信用回復措置請求 

を求めることができます。 

  以上の通り、相手方の販売先への警告については十分慎重に検討する必要があ 

ります。また、新聞紙、業界紙、ウエブサイト等に、Ｙ社の製品が特許権の侵害 

品であるといったことを掲載する場合も同様にご注意ください。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【８】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 OPD 照会機能の全サービスについて、11/24（火）より当面の間メンテナンス時 

間が変更になります。 

 平日：20:00～翌日 7:00 

 休日：前日の 20:00～翌営業日 7:00 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

 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。 
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