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【１】～令和 3 年 5 月 21 日法律第 42 号～ 

「特許法等の一部を改正する法律」の公布について（特許庁） 

【２】～株式会社熊平製作所 意匠で発明賞受賞～ 

「令和３年度全国発明表彰」受賞者の発表について（公益社団法人発明協会） 

【３】～新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続～ 

「その責めに帰することができない理由」及び「正当な理由」による救済につい 

  て（特許庁） 

【４】～建築物の意匠について Q＆A と記載例を追加～ 

「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続」について（特許庁） 

【５】～ものづくりの第一線で活躍する方々へ～ 

 第９回「ものづくり日本大賞」募集開始のお知らせ（経済産業省） 

【６】～令和 3 年度当初予算事業～ 

「JAPAN ブランド育成支援等事業費補助金」公募のお知らせ（中小企業庁） 
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【７】～１シリーズ４回 経営/知財戦略講座から知財活用講座まで～ 

「第 1 回初級知財人財育成講座」受講生募集のお知らせ（ひろしま産業振興機構） 

【８】～Zoom での参加もできるようになりました～ 

「ビジネスへの知財情報活用の考え方」開催のお知らせ（広島県発明協会） 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

【９】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「店舗名の保護」 

   日本弁理士会中国会 弁理士 田辺 義博 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【１０】～新しい価値を届けるリブランドに活用したツールとは～ 

     今回のピックアップ企業は、洋菓子店ロワール 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 
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２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】「特許法等の一部を改正する法律」の公布について（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、デジタル化、リモート・非接触など経 

済活動のあり方が大きく変化しました。このような変化に対応すべく、（1）新型 

コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、（2）デジタル 

化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し、（3）訴訟手続や 

料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化、を柱に特許法等の改正を行い 

ます。 



 

▽詳細は、以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r030521.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「令和３年度全国発明表彰」受賞者の発表について（公益社団法人発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

全国発明表彰は、大正 8 年（1919 年）の第 1 回帝国発明表彰にはじまり、優れた 

発明・意匠を完成した者、発明の指導・奨励・育成に貢献した者等を顕彰するこ 

とにより発明の奨励・育成を図り、我が国科学技術の向上と産業の振興に寄与す 

ることを目的に開催しています。 

今年度も全国から多数の推薦・応募があるなか、全国発明表彰選考委員会におい 

て受賞者が決定し、中国地方からは株式会社熊平製作所の松本 一孝様が「建築 

空間に調和するセキュリティゲート」の意匠（意匠登録第 1376439 号）で発明賞を 

受賞されました。広島県発明協会の人見 光夫会長は、発明奨励功労賞を受賞 

されました。おめでとうございます。 

 

▽詳細は、以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/zenkoku/zenkoku.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における「その責めに 

帰することができない理由」及び「正当な理由」による救済について（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続に関して、新型コロナウイ 

ルス感染症により影響を受けた手続の救済については、当面の間、証拠書類の提 

出を必須としない等、柔軟な対応を行うこととします。 

本取り扱いの終了時期については、新型コロナウイルスの収束状況等を見ながら 

検討していきます。終了する際には十分な周知期間を設けた上で、事前に特許庁 

ウェブサイトにおいてご案内します。 

 

▽詳細は、以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/covid19_tetsuzuki_kyusai.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続」について 

     （特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

わが国の意匠制度においては、意匠登録出願より前に公開された意匠は原則とし 

て意匠登録を受けることはできません。しかし、展示会、刊行物、ウェブサイト 

への発表等によって自らの意匠を公開した後に、その意匠について意匠登録出願 

をしても一切意匠登録を受けることができないとすることは、産業の発達への寄 

与という意匠法の趣旨にもそぐわないといえます。 

このことから、意匠法では、特定の条件の下で意匠を公開した後に意匠登録出願 

した場合には、先の公開によってその意匠の新規性が喪失しないものとして取り 



扱う規定、すなわち意匠の新規性喪失の例外規定（意匠法第 4 条）が設けられて 

います。 

この度、建築物の意匠について、新規性喪失の例外の適用を受けるための証明の 

Ｑ＆Ａと記載例のほか、その他よくある質問を「意匠の新規性喪失の例外規定に 

ついてのＱ＆Ａ集」に追加いたしました。 

 

▽詳細は、以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】第９回「ものづくり日本大賞」募集開始のお知らせ（経済産業省） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

経済産業省では、他省と連携して、ものづくりの第一線で活躍する方々を顕彰す 

る内閣総理大臣表彰第９回「ものづくり日本大賞」の受賞候補者の募集を開始し 

ました。全国では内閣総理大臣賞、経済産業大臣賞等が、中国管内では中国経済 

産業局長賞が授与され、過去の表彰企業からは、社会的信頼の向上や優秀な人材 

の雇用、業績向上等の効果に繋がったとの声をいただいております。 

日本のものづくりを担う皆様の積極的なご応募をお待ちしております。 

当局 HP：https://www.chugoku.meti.go.jp/info/press/2021/210520.pdf 

 

＜第９回ものづくり日本大賞概要＞ 

・応募期間  ：5/20（木）～8/31（火）［必着］ 

・表彰部門  ：(1)製造・生産プロセス部門、(2)製品・技術開発部門、(3)伝統 

                技術の応用部門、(4)「Connected Industries -優れた連携」部門、 

                (5)人材育成支援部門 

・対象業種等 ：日本標準産業分類における「Ｅ 製造業」、「Ｃ 鉱業」、「Ｇ 情報 

                通信業」（うち「ソフトウェア業」）における企業の個人または 

                グループ（最大 7 名）（人材育成支援部門では企業・ＮＰＯ等） 

・応募上の注意：受賞対象者は現役の勤労者（実際にものづくりの第一戦で活躍 

                する世代）となっています。 

                また、応募は候補者本人が行うのではなく推薦者が 2 名の賛同を 

           得て申請してください（推薦者が団体（自治体、金融機関等） 

                の場合は賛同者不要）。 

・お問合せ先 ：中国経済産業局 製造・情報産業課（山田、中村） 

        082-224-5630 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】「JAPAN ブランド育成支援等事業費補助金」公募のお知らせ（中小企業庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本事業は、海外展開やそれを見据えた全国展開のために、新商品・サービスの開 

発・改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取組を中小企業者が行う場合に、 

その経費の一部を補助することにより、地域中小企業の域外需要の獲得を図ると 

ともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的として 

います。  



 

○公募期間 ：4/15（木）～7/15（木）17:00 まで（厳守） 

○支援対象者：海外展開を目指す中小企業 等 

○補助金額 ：500 万円以内（下限 200 万円） 

○補助率  ：1、2 年目：2/3 以内 

        3 年目  ：1/2 以内 

○主な変更点：今年度事業より、 

      ・中小企業庁が選定する「支援パートナー」の活用が必須。 

            ・申請はインターネットを利用した「電子申請（J グランツ）」のみ。 

 

▽詳細は、以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2021/21041502Jbrand-koubo.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 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【７】「第 1 回初級知財人財育成講座」受講生募集のお知らせ 

     （ひろしま産業振興機構） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

現代社会においては、良いものを作っても売れない時代が到来し、企業経営の中 

に知財を取り入れた知財経営を行う事が重要になってきていますが、知財経営と 

言ってもよくわからないと考えられる経営者や従業員の方が多い事も事実です。 

そこで、企業の中にある程度の知財がわかる人財を育成していただく事をねらい 

として、１シリーズ４回の人財育成講座を開催させていただきます。 

 

日 時 :【第 1 回】経営/知財戦略講座  6/30（水）13:30～14:30 

     【第 2 回】契約講座           7/7 （水）13:30～14:30 

         【第 3 回】知的財産権基礎講座  7/14（水）13:30～14:30 

         【第 4 回】知財活用講座       7/21（水）13:30～14:30 

対 象 ：広島県内の知財人財を育成したい企業の経営者/従業員、 

     知財経営とは何かを知りたい企業の経営者/従業員、 

     経営の変革を考えている企業の経営者/従業員 

        （多少の専門用語も出てきますが、初級講座ですので、知財について良 

          くわからない方、大歓迎です。） 

講座形態：ZOOM によるオンライン講座 

    （各自 PC またはタブレットをご準備ください。できる限りカメラも要） 

参加費 ：無料 

募集期間：5/20（木）～6/25（金） 

主 催 ：ひろしま産業振興機構 



 

▽詳細は、以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.hiwave.or.jp/event/27568/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【８】「ビジネスへの知財情報活用の考え方」開催のお知らせ（広島県発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

IＰランドスケープは、2017 年 4 月に特許庁が公表した「知財人材スキル標準  

version2.0」において使用され、知財情報を経営戦略・事業戦略と結びつけ、企 

業内の知財活動をより重要な位置づけへと導くための知財ツールとして活用する 

ことができます。 

本講演会では、日本における特許情報分析のビジネス活用の歴史を振り返るとと 

もに、企業や組織においてどのように活用すればよいのか、そのポイントについ 

て解説いただきます。  

 

講師       ：野崎 篤志 氏 

開催日時    ：6/24（木）15:00～16:30（受付 14:30～） 

参加方法    ：会場（発明会館 4 階 研究室）または 

              オンライン（Zoom ウェビナーによるライブ配信） 

参加費    ：無料 

定員（会場）：30 名（原則として 1 社 3 名まで） 

申込締切   ：6/18（金） 

問合せ先   ：一般社団法人広島県発明協会 担当：吉村、引地 

        TEL   082-241-3940   

              E-mail  info@hiroshima-hatsumei.jp 

 

▽詳細は、以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji16279.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。） 

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

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「店舗名の保護」                ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 田辺 義博       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 



 最近、両手鍋の持ち手が壊れ、どうもうまく直せないので、買い換えようと思 

うのですが、量販店にいってもなかなか気に入るのが見つかりません。良くも悪 

くもというか悪くも悪くも、使い捨て、部分が壊れても買換えの方が安上がりの 

時代ですので、外国産の安いものが多種置いてあります。しかし、鍋なども１０ 

年は持つので、多少値が張ろうとも、国産の＝しっかりしたものを買おうと思い 

ますが、なかなか見あたりません。最近は、私のような消費者が増えたのか、ラ 

ベルに大きく「日本製」と書いてあるものを見かけるようになりました。 

 量販店は安さが売りですが、商品知識やアドバイスを得られる小売店は（残念 

ながら寂れる傾向にはあるものの）やはりしっかりした買物ができます。子供の 

時分には、小売店が連なった商店街に夏になると土曜夜市という市がたち、とて 

もわくわくしたものです。氷柱花など、今頃の若い方はおわかりになるのでしょ 

うか。 

 このような商売に関しては、平成１８年に小売役務商標制度というものが導入 

され、小売役務（こうりえきむ）として店名・のれん名を商標登録ができるよう 

になりました（以前はできませんでした）。背景としては、インターネット上で 

も商品販売する場合の店舗名の保護の充実を図るため、また、諸外国ではすでに 

小売役務が導入されており国際調和を図るためであり、小売に際して用いている 

店名を役務としてすなわちサービスの名称として保護できるようにしたのです。 

 魚屋、服屋、のように、扱う商品が限定的である、いわゆる特定小売と称され 

る場合は、さほど手続は難しくはありませんが、百貨店のような何でも扱ってい 

る、いわゆる総合小売の場合は、特許庁に取引資料などの各種の資料を提出する 

必要があり、少し手間がかかります。 

 小売役務の留意点としては、次の二つがあります。１）まだ制度導入されてか 

ら裁判例がほとんどなく、どこまで保護の実効性が図れているかよく分からない 

点（とはいえ、ある程度商いの規模が大きい場合やインターネット販売をしてい 

るのであれば、商標取得していて悪い方向には転ばないはずです）。２）全国に 

多数同名の店があり、他人に商標を先取された場合、侵害といわれるか否か＝店 

名変更しなければならないか、という懸念があります。これについては、他者の 

出願前からその店名を使っているのであれば、そのまま継続使用が認められるの 

で、安心いただけると思います。 

 なお、総合小売の出願書類の役務（サービス名）の表記は「食料品・飲食料品 

及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行 

われる顧客に対する便益の提供」です。何をいっているのか分かり難いですね。 

小売役務に限らず役務商標は、弁理士に出願依頼するのがベストだと思います。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【１０】～新しい価値を届けるリブランドに活用したツールとは～ 

    今回のピックアップ企業は、洋菓子店ロワール 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

知財を楽しく学べるウェブサイト「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、経営デザインシートを活用して、ブランドのリニューアルに成功した 

洋菓子店「ロワール」をご紹介します。 

 

商品がよいというだけでは、そのよさは伝わらない。なかなか埋めることのでき 

ない経営者の理想と現実のギャップ。 

そのギャップを埋めるべく、経営デザインシートを使ってバックキャスト思考す 

ることで、「今、何をするべきか」を客観視し、確実に理想の将来像へ向かって 

邁進していくロワール。 

この経営者の在りたい姿を照らすツールのメリットは、支援する側、される側の 

両者にあると語る支援担当者の言葉に、経営デザインシートへの興味は高まるばかり。 

 

リブランドに成功し店頭販売額が約３倍となったロワールが、想いをのせた商品で 

お客様とのコミュニケーションを楽しまれている姿を是非ご覧ください。 

 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/114/index.html 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

 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 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 


