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【１】～特許庁への手続きの一部で押印が不要になりました！～ 

特許庁関係手続における押印の見直しについて（特許庁） 

【２】～WEB アプリで電子出願用の一部書類が作成出来るようになりました！～ 

「さくっと書類作成」の提供開始（特許庁） 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■ 

【３】～海外でのビジネスを円滑に進めるための留意点をお伝えします～ 

「第 6 回 海外知財活用講座開催プログラム」を開催（INPIT） 

【４】～新たなネットワーク構築のチャンスです！～ 

令和２年度「オープンイノベーション・チャレンジピッチ in ちゅうごく」 

を開催（中国経済産業局） 

【５】～会社の”ありたい姿の実現”に向けて、一緒に汗をかく！～ 

「第 14 回 中小機構中国本部 ハンズオン支援事業大会」を開催（中小機構） 

【６】～身近な事例から学ぶ商標のこと～ 

「ブランド:意外と知らない!?商標のハナシ」を開催（広島県発明協会） 

【７】～契約書のイロハを勉強しませんか！～ 

「知財契約：契約のイ・ロ・ハ」を開催（広島県発明協会） 

【８】～お陰様で設立 80 周年～ 

（一社）山口県発明協会設立 80 周年記念イベントのご案内 

  （山口県発明協会） 

【９】～人のマーク・登録商標をデザインとして使用できるのか？～ 

「知的財産判例セミナー2020 第 3 回」を開催 

  （山口大学 国際総合科学部・知的財産センター） 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

【１０】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「ピンチをチャンスに！」 

  日本弁理士会中国会 弁理士 河野 生吾 

【１１】再掲情報 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】特許庁関係手続における押印の見直しについて（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後 

急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的とし 

て、経済産業省特許庁では令和 2 年 12 月 28 日、特許庁関連の手続を規定する特許 

法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令 

の一部を改正する省令」が公布・施行され、同日以降に特許庁に提出する書面に 



おいて、一部の手続を除き、押印が不要となりましたのでお知らせします。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html 

 

尚、手続きの見直し等に伴う個別の注意点などは別途、以下も参照下さい。 

・減免申請手続における押印の見直しについて 

 https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html 

・窓口における未公開・秘密情報の開示を求める書類閲覧・交付請求および証明 

請求について 

 https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/syomei-etsuran/oin-

minaoshi.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「さくっと書類作成」の提供開始（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「さくっと書類作成」は、ブラウザの画面に入力するだけで、電子出願用の一部 

の書類を作成できます。作成した書類は、インターネット出願ソフトで特許庁へ 

電子出願します。WEB アプリケーションですので、インストールは不要です。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201218003/20201218003.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 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】「第 6 回 海外知財活用講座開催プログラム」を開催（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

中小企業の新興国を中心とした海外進出が活発化している中、進出先において技 

術・情報の流出や知的財産権の先取りといったトラブルも増加しております。 

これから海外進出を検討されている中堅・中小・ベンチャー企業等の方を対象に、 

知的財産面から見た、海外でのビジネスを円滑に進めるための留意点を、今回は、 

特に中国の最新知財事情についてお伝えます。 

 

日 時 ：1/15(金) 14:00～17:00 

開催方法：オンライン(YouTubeLive によるライブ配信) 

参加費 ：無料 

講 師 ：INPIT 海外知的財産プロデューサー 久永 道夫 氏 

     集佳法律事務所 集佳知識産権代理有限公司 

              副所長 弁護士 何 英韜（カ エイトウ）氏 



 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

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

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】令和２年度「オープンイノベーション・チャレンジピッチ in ちゅうごく」 

を開催（中国経済産業局） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

中国経済産業局では、外部連携意欲の高い企業による、協業・共同研究等ニーズ 

発信会を開催します。 

コロナ禍の今だからこそ、新たなパートナーとつながるきっかけに！ 

個別面談申込み含め、多くの皆様のご参加をお待ちしています！ 

 

☆開放特許による知財マッチングによるオープンイノベーションの取組 

 「川崎モデル」で有名な川崎市産業振興財団 西谷様からのご講演も 

 いただきます。 

 

日 時 ：1/25（月）13:30～16:45（受付 13:00) 

開催方法：オンライン（Microsoft Teams 使用） 

対 象 ：中小企業、大学・公的研究機関、産業支援機関、金融機関、行政 

定 員 ：100 名程度 

参加費 ：無料（事前申込締切 1/20（水）15:00） 

登壇企業：・西日本電信電話株式会社（NTT 西日本） 

      ・日光化成株式会社 

      ・フクシマガリレイ株式会社 

      ・NOK 株式会社 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/event/ind_tech/201216.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】「第 14 回中小機構中国本部ハンズオン支援事業大会」を開催（中小機構） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

会社の”ありたい姿の実現”に向けて、一緒に汗をかく中小機構のハンズオン支 

援事業（専門家派遣事業）。 

本事業を活用された企業の方々の生の声を通じて、実際に「現場の景色が変わり、 

人が変わり、企業が変わる」ことをお伝えいたします。 

 

日 時 ：1/29(金) 14:00～17:25 

会 場 ：広島県民文化センター 多目的ホール（広島市中区大手町 1 丁目 5-3） 

     及び、Zoom による同時配信 

定 員 ：会場：100 名、 Zoom 配信：300 名 

参加費 ：無料 

事例発表：アクト中食株式会社 代表取締役社長 平岩 由紀雄 氏 



     株式会社ひびき精機 代表取締役 松山 英治 氏 

     株式会社中原製作所 代表取締役社長 中原 健一 氏 

               専務取締役開発技術部長 中原 健太郎 氏 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/event/2020/frr94k000005trmu.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】「ブランド：意外と知らない!?商標のハナシ」を開催（広島県発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

身近な事例を通して、商標についてお話します。会社名や屋号を検討中の人、商 

品やサービスのネーミングを考えている人、自慢の商品の名前やデザインを守り 

たい人、商標権の侵害が心配な人は是非ご参加下さい。 

 

日 時 ：1/13(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 

講 師 ：INPIT 広島県知財総合支援窓口 知財活用アドバイザー 森本 理子 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji16114.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【７】「知財契約：契約のイ・ロ・ハ」を開催（広島県発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

事業には『契約』がつきものです。 

では、なぜ『契約』が必要なのでしょうか？どんな時に、どのような『契約』が 

いるのでしょうか。 

本セミナーでは、これらの契約を取り上げ分かりやすくご説明いたします。 

契約書のイロハを勉強しませんか！ 

 

日 時 ：1/20(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 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji16121.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【８】（一社）山口県発明協会設立 80 周年記念イベントのご案内 

  （山口県発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

山口県発明協会は、昭和１４年１２月の設立以来、「発明の奨励」、「青少年の 



創造性育成」、「特許制度の普及啓発」を通じ、産業の発展に尽力し、昨年度、 

設立８０周年を迎えました。 

今回、その２年目事業として、「令和２年度記念イベント」を開催し、「発明・ 

知財功労者表彰」、「中国地方発明表彰受賞企業による事例紹介」、「知的財産 

セミナー」を開催します。ご参加をお待ちしております。 

 

日 時 ：1/29(金) 13:30～15:50 

会 場 ：ニューメディアプラザ山口 1 階 多目的シアター 

     (山口市熊野町 1 番 10 号) 

定 員 ：50 名 

受講料 ：無料（事前申込締切 1/25（月）17:00） 

 

▽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=1513 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【９】「知的財産判例セミナー2020 第 3 回」を開催 

  （山口大学 国際総合科学部・知的財産センター） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 商標法において、第三者の登録商標を無許可で使用した場合には、商標権侵害 

となるのが原則です。 

しかし、「商標としての使用ではない」又は「需要者が何人かの業務に係る商品 

又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない」（商 

標法 26 条 1 項 6 号）として、商標権侵害にならない場合もあります。 

 そこで、他人のマーク・登録商標をデザインとして使用できるのかについて、 

判例を見ながら検討いたします。 

 

日 時 ：1/13(水) 16:10～17:40 

開催方法：オンラインによる開催 ※申込み後、招待メールを送付 

参加費 ：無料 

講 師 ：山口大学国際総合科学部、知的財産センター長・教授 小川 明子 氏 

     アストラゼネカ株式会社 執行役員・法務部長 足立 勝 氏 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?p=3955 

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

【１０】【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。） 

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

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「ピンチをチャンスに！」            ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 河野 生吾        ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 ２０２０年初頭から顕在化した新型コロナの感染症拡大は、様々な業界に大き 

な影響を与え、これまでの社会の在り方を大きく変容させようとしています。 

 これに伴って、深刻な経営状況になる会社も数多くある一方で、このような事 

態をチャンスに変えている企業が一定数あるのも客観的な事実です。在宅に伴う 

システムの整備や、Ｗｅｂ会議の活用や、脱ハンコ等がその代表的な例として挙 

げられます。 

 誰もが望んだ変化ではありませんが、変わらなければ生き残れないような大き 

な変化が現在進行形で起きつつあり、さらに事態が悪化する可能性すらあり、上 

述したようなピンチをチャンスに変えている企業の事例も考慮すれば、様々な業 

界において、発想の展開が求められているのではないかと思います。 

 このような発想の転換のあたっては、様々な有用なアイデアが発生することが 

予想され、このようなアイデアを特許や商標等の知的財産で保護できれば、その 

後の企業の発展にも大いに活用できるように思います。 

 ピンチをチャンスに変え、その際には、知的財産の活用も考えてみましょう！！ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１１】再掲情報 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

－－－－－－－－－－－－－イベント・セミナー情報－－－－－－－－－－－－ 

■「知的財産管理技能検定 3 級対策講座」申込受付開始（中国経済産業局） 

https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/pdf/event/R02/r020120_kentei.pdf 
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 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 
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