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２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】「特許行政年次報告書 2021 年版」を取りまとめました（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本報告書は、知的財産制度に関心を持ち理解を深めていただくために、知的財産 

をめぐる国内外の動向と特許庁における取組について取りまとめたものです。 

別冊の〈統計・資料編〉においては、本報告書中の図表等の基礎となる統計情報 

を含め、知的財産に関する各種統計・資料を紹介しています。 

いずれも目次形式で表示しており、PDF 形式にて御覧いただけます。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



【２】拒絶されない商標出願をするための出願支援ガイドを発行します！ 

   （特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁は、2021 年 8 月 5 日、商標審査官が教える出願支援ガイド「商標出願って 

どうやるの？」を発行しました。本ガイドでは、拒絶されない商標出願をする 

ためのポイントを分かりやすく解説しています。 

初めて商標出願するユーザーに、是非読んでいただきたい内容となっています。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210805002/20210805002.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】２０２１年度知的財産権制度説明会（初心者向け）（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された 

方などの初心者を対象に、特許庁の産業財産権専門官が知的財産権制度の概要等 

をわかりやすく説明いたします。 

説明は、知的財産権・特許・実用新案制度の概要、意匠・商標制度の概要、その 

他の知的財産の 3 部構成になっており、説明会用テキストと共に、パソコンの画 

面を通じてオンラインで受講できます。 

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 

セスしてご覧頂きます。 

 

▽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/shinchaku/event/seminer/chizai_setumeikai_2021.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】２０２１年度特許情報分析事業（第 3 回）の公募のご案内（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

INPIT（インピット）では、特許情報分析を経営や事業に生かすためのビジョンを 

持った中小企業等に対して、分析結果を提供し知財の事業戦略・経営判断への有 

効活用を支援します。 

「特許情報」とは、特許・実用新案の出願や権利化に伴って生み出される公開情 

報です。本事業は、中堅・中小・スタートアップ企業等を対象に、「事業構想～ 

研究開発・出願」段階で応募いただき、特許情報の調査・分析を行い、その結果 

を提供するものです。 

事業構想～研究開発・出願段階の募集は年間で 5 回程度です。公募時期には十分 

ご注意ください。 

 

・公募予定：8/23（月）～9/17（金） 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/index.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ウェブサイトのイベ 

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ウェブサイト イベントカレンダー▽ 

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

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】「中小企業のリアルな事例から学ぶ経営のための知財戦略セミナー」 

   のお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

実際のビジネス展開における成功・失敗事例を基にしたストーリーから、ビジネ 

ス展開やトラブル対応を考察するケースメソッドで、実践的な視点から対処法を 

習得でき、グループワークにより、他者の意見も参考として、自分の会社ならど 

う取り組むべきか、経営に活かす知的財産の戦略や活用を学び合えます。 

ビジネスから入る事例研究研修ですので、知財初学者の方も奮ってご参加ください。 

 

・対象者 ：中小企業経営者・経営幹部 

      弁護士、弁理士、中小企業診断士、知的財産管理技能士、コンサル 

      タント、金融機関、中小企業支援機関、アドバイザーの方 

・開催日時：8/25（水）9:30～16:40 

・開催方法：オンライン（Zoom） 

・参加費 ：無料 

・定  員：午前午後 各 30 名 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://ipms-seminar.inpit.go.jp/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】令和 3 年度 「意匠調査研修（審査官の視点に近づこう！）」 受講者の募集 

   について（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本研修では、意匠権による有効な保護、権利化後の権利範囲を適切にとらえ、事 

業戦略の下で意匠権の活用を考えることができる人材の育成を目的に、J-PlatPat 

による意匠権調査や先行意匠調査能力を一層向上し、意匠審査官の類否判断手法 

についても理解するための講義を提供するほか、意匠制度への理解を深めていた 

だくために、最近の動きや意匠制度の魅力もお伝えします。 

 

・対象者 ：中小企業、研究機関、弁理士事務所等において、 

      ・先行意匠調査、意匠権調査の業務に従事される方 

      ・製品デザイン開発に従事される方 

      など ※上記募集対象者以外の方でも申込みを受け付けます。 

・研修期間：10/20（水）～10/22（金）3 日間 

・申込締切： 9/14（火）17 時 

・開催方法：オンライン 



      ※Excel、Word、PowerPoint（または同等のアプリケーション）を 

       インストール済みで、Zoom が利用可能なパソコンをご準備ください。 

・受講料 ：30,300 円（消費税込） 

・募集定員：20 名（先着順） 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/design/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【７】「知財教育セミナー」のお知らせ（岡山大学） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

岡山大学 産学連携・知的財産本部は、さんさんコンソ（中国地域産学官連携コ 

ンソーシアム）と共催で、激しさを増す国際競争に打ち勝つツールである「特許 

（発明）」への理解を進めるため、知財教育セミナーを開催します。 

シリーズ構成ですが、単一コースのみの受講もできます。 

 

・対象者 ：知的財産部門の担当者、コーディネーター、教職員、学生、一般の方 

・開催予定： 

  知財実務教育 1（中・上級）  9/ 2（木）13:00～16:30 

  知財実務教育 2（中・上級） 10/ 7（木）13:00～16:30 

  知財実務教育 3（中・上級） 10/21（木）13:00～16:30 

・申込締切：開催日前日 午前 10 時 

・開催方法：オンライン（Zoom） 

・受講料 ：無料 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/shakaijin/chizaiseminar/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【８】「海外知的財産プロデューサーセミナー 海外ビジネスと知財対策」開催 

   のお知らせ（INPIT 広島県） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

海外知的財産プロデューサーとは、企業における豊富な知的財産経験と海外駐在 

経験を有する、知的財産のスペシャリストです。本セミナーでは、INPIT の海外知 

的財産プロデューサーをお迎えし、海外進出を検討している企業や個人事業主の 

方等へ注意点等を解説します。 

 

・対象者 ：海外進出を検討している企業や個人事業主の方等 

・開催予定： 

  第 1 回 9/ 2（木）14:00～15:30：知財権利化の考え方、産業財産権とその活用 

  第 2 回 9/16（木）14:00～15:30：契約の基礎、協業先の選定等 

・申込締切：開催日の前週水曜日（定員各 30 名） 

・開催方法：オンライン（Zoom ウェビナー） 

・受講料 ：無料 



 

▽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/kiji16486.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【９】「J-PlatPat 検索入門」日程変更のお知らせ（広島県発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本セミナーでは J-PlatPat を活用して、特許情報を効果的に検索、閲覧するため 

の操作方法をわかりやすく説明し、１人１台のパソコンを使用した検索実習で実 

践的なキーワードによる検索方法を習得していただけます。また、セミナー終了 

後には、希望者に個別相談も予定しています。 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止策によりメルマガ第４５８号 (2021.7.21） 

 のご案内から日程変更となっておりますのでご注意下さい！ 

 

・開催日時： 

 9/15（水）14:00～16:00【基礎知識・特許・実用新案編】申込締切：9/ 8（水） 

10/27（水）14:00～15:45【基礎知識・意匠・商標編】 申込締切：10/20（水） 

・場 所：合人社ウェンディひと・まちプラザ 

・定 員：15 名 ※定員になり次第締め切り 

・参加費 ：無料 

 

▽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/kiji16376.html 

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

【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。） 

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

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「夢の制度・・・か？！」            ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 M.I             ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

皆さんは商標の国際登録制度をどんな制度だと考えていらっしゃいますか？ 

「一つの出願で世界中の国で商標権が取れる制度でしょ？各国代理人に高いお金 

を払わなくても自分で出願出来るし、安くて便利だよね！」 

そうです、夢のような制度ですね。でも、本当にそうでしょうか。国際登録とは 

いっても、商標権は国毎に発生する権利ですから、各国の商標法に則って審査が 



行われます。そして、国によって登録要件、許容される指定商品・役務の表記、 

商標見本の特定方法等は異なりますから、様々な拒絶理由通知を受ける可能性が 

あります。これに対応するには、それなりに各国代理人の費用がかかります。 

また、それよりも悩ましいのが、指定した商品・役務の表記で、自分の商品・役 

務が適切に保護されていると確証が持ちにくいという点です。「Ｔシャツ」や 

「通訳」のように、世界中の人が共通認識を持っている商品・役務なら問題あり 

ません。しかしながら、今までに存在しなかった新しい商品や日本特有の商品・ 

サービスについては、適切な保護を受けることは全くもって難しいでしょう。 

「えーっ、じゃあ使わない方が良いってこと？」 

いえ、そんなことは言っていません。世界共通認識がある商品・役務を指定する 

自他商品・役務識別力がある英単語から成る文字商標又は意味を成さない造語商 

標又は言葉で特定が容易な図形商標で先行商標がないことが確認できれば、安価 

に沢山の国で商標権を取得することが出来る夢のような制度です。 

「ちょっと！何言ってるのか分からないよ！」 

はい、詳しくはお近くの弁理士まで。 

 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【１１】～知財をアニメで学べます～ 

    今回のピックアップ動画は「新規性を喪失した落とし穴」 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

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、知らなきゃ損する知財の盲点をアニメで学べる「もうけの落とし穴」 

のコーナーから、「新規性を喪失した落とし穴」を紹介します。 

 

前号のメルマガでは、「海外の展示会へ出展した時の落とし穴」についてご紹介 

しましたが、これは海外の展示会に限りません。 

特許取得要件の一つである「新規性」は、発明された皆さん自身が展示会等で公 

開しても喪失してしまいます。 

特許すべき新製品は、国内外を問わず予め特許出願を済ませておくことが大切です。 

 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/101/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１２】■再掲情報■ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■「令和３年度 中小企業等外国出願支援事業」の第２回公募のご案内 

  （ひろしま産業振興機構） 

https://www.hiwave.or.jp/news/28819/ 

 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

 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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