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【７】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「中国 SEP（標準必須特許）事件に係る TRIPs 協定第 63 条第 3 項による  

      情報提供要請の概要」 

    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━…━…━…━…━…━…━…■ 

【８】～知財担当者の役割とは？～ 

    今回のピックアップ企業は、オージー技研株式会社 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【９】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

【１０】■再掲情報■ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて 

    （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ついて、新型コロナウイ 

ルス感染症による影響を受け、期間内に手続ができなくなった場合の取り扱いを 

ご案内いたします。 

 

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/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】緊急事態宣言の解除に伴う対面相談の再開のお知らせ（INPIT 広島） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

広島県知財総合支援窓口では、「新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく 

緊急事態宣言」により、対面による相談を休止しておりましたが、9 月 30 日付 

で宣言が解除されることにより、10 月 1 日（金）より対面による相談を再開いた 

します。 

なお、広島県では新型コロナ感染拡大防止集中対策を継続して実施されることか 

ら、当窓口では、対面相談再開後におきましても、電話、メール、FAX、Web 相談 

等を積極的に活用し、感染予防を徹底しながらの運営となりますので、感染予防 

対策に、ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/hiroshima/news/post_25.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】（広島・第３回公募）「令和３年度 中小企業等外国出願支援事業」募集 

      のお知らせ（ひろしま産業振興機構） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

公益財団法人ひろしま産業振興機構（産振構）では、県内中小企業者等の戦略的 

な外国への特許出願等を促進するため、特許庁の事業を活用して、外国出願に要 

する費用の一部を補助します。 

 

・申請期間：9/28（火）～10/15（金）17 時（必着） 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.hiwave.or.jp/news/29709/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】２０２１年度特許情報分析事業（第４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。 

今年度事業は、今回の公募が最終回となります。公募時期には十分ご注意ください。 

 

・公募予定：9/27（月）～10/29（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 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】経済産業局等知的財産室における原簿謄本交付業務終了について（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

令和 3 年 12 月 28 日をもちまして、経済産業局及び沖縄総合事務局知的財産室に 

おける原簿謄本交付業務を終了します。 

 

令和 4 年 1 月 4 日以降、原簿謄本の交付を希望される方は、特許庁の窓口または 

特許庁へ郵送で申請してください。 

 

なお、官公庁からの申請の場合、申請方法等が異なりますので、特許庁へ事前に 

お問合せください。 

 

▽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/process/shutugan/madoguchi/info/syomei-etsuran/tohon-kofu-

shuryo.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 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】「中小企業のリアル事例から学ぶ知財マネジメント人材育成教材 利活用 

促進ミニセミナー」のお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

産業競争力を支える中小企業の経営者・経営幹部に対して、彼らを支援する支援 

機関の職員やアドバイザーは今や営業、取引、開発、製造など様々な場面を想定 

したアドバイスが求められています。そこで、INPIT では中小企業で実際に起こっ 

た成功や失敗の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教材を開発し、INPIT ホームページよりどなたでも無償 

でダウンロードができるようにしております。 

現在、支援機関のアドバイザーや企業の管理者などへ本教材を広くご活用いただ 

くために、従来の教材をリニューアル中です。一般公開はまだ先の予定ですが、 

一足お先に新教材の一部を用いて、実際の講座のデモンストレーションを交えた 

教材の使い方がわかるミニセミナーを開催します。 

これまで、のべ 500 人を超える受講者アンケートで 9 割が使いやすい、また使い 

たいと答えた好評の知財マネジメント研修教材をぜひ皆さまに知っていただき、 

ご活用いただくことで様々な課題に応える知見を得るきっかけにつなげてくださ 

い。 

開催日 3 回のうちご都合のよい日程にご参加ください。 

（※内容は 3 回共に同一です。）  

 



・日 時：1.  9/30 (木) 15：00-17：00 （既に終了しております） 

          2. 10/28 (木) 15：00-17：00 

          3. 11/24 (水) 15：00-17：00 

（※各回とも、10 名以下の場合は開催中止となる場合もあります） 

開催方法：Web オンライン開催 

募集人数：先着各 20 人 

講   師：発明推進協会研究員 桑原良弘・尾崎典明 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://chizai-portal.inpit.go.jp/news/news196.html 

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

【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。） 

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

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□「中国 SEP（標準必須特許）事件に係る TRIPs 協定 ┃ 

■□  第 63 条第 3 項による情報提供要請の概要」    ┃            

□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 竹内 誠也         ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 2021 年 7 月 6 日付けにて WTO（世界貿易機関） TRIPs 理事会は、欧州連合（EU） 

から中国に対して TRIPs 協定第 63 条第 3 項に基づく知的財産制度に係る情報提供 

要請が行われた旨をスイス・ジュネーブにて公表しました。 

 本件要請においては、中国での複数の標準必須特許（SEP）事件に関する 

情報提供が求められており、TRIPs 協定下における知的財産権行使とその透明性 

確保の側面に関する事例として注目されています。対象となる SEP 事件には最高 

人民法院により 「訴訟差止命令（anti-suit injunction）」がなされた 2020 年 

の Conversant v. Huawei 事件（最高人民法院）ほか合計 4 つの SEP 事件が含まれ、 

これら事件の全てについて、中国政府公式ウェブサイトまたはその他の手段に 

より詳細情報の提供がされるよう要請されています。 

 かかる要請に対し中国政府は本年９月の回答にて、「TRIPs 協定第 63 条第 3 項 

に基づく EU による情報提供要請に留意」するものの、当該要請にて対象とされ 

る諸事件は、コモン・ロー法制を採用しない中国法制においては単に「参照 

（cases for reference）」される対象に過ぎず、「一般適用される法的効力を 

持たない（no legal effect of general application）」ことから、同第 63 条 

第 3 項による要請に対して「中国が対応する義務はない」ものと主張しました。 



この結果、本事案は「既存の二国間チャネルを通じて更なる議論を行う」べき 

ものとされ、TRIPs 協定上の義務としての回答は事実上拒否されている状況に 

あります。 

 本件での中国政府回答からも明らかなとおり、TRIPs 協定における知的財産 

権行使などの透明性の確保に係る第 63 条は、その対象とする加盟国の権利・ 

義務の明確性に課題があるものと考えられます。かかる現行条項文言の不明確 

性に鑑み、継続的に同協定第７１条 による各加盟国実施の検討が行われ、将来 

的な修正又は改正が適切に実現されることが期待されます。 

 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【８】～知財担当者の役割とは？～ 

    今回のピックアップ企業は、オージー技研株式会社 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

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」！ 

 

今回は、知財を有効に活用した事例を紹介する『もうけの羅針盤』から、 

オージー技研株式会社の事例をご紹介します。 

 

同社では、医療・介護というニッチな分野でトップを目指すために、社内に知財 

専任部署を設置。知財担当者の業務は、特許取得だけではなく、特許調査や特許 

の発掘など多岐にわたります。そしてその活動は、他社の追従を許さない製品作 

りを継続的に可能にしています。 

 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/84/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【９】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

以下の期間は、メンテナンスのため、OPD サービスを停止させていただきます。 

10/8 （金）20：00 ～ 10/11（月）7：00 

10/15（金）20：00 ～ 10/18（月）7：00 

 

また、停止予定日時は変更になることもありますのでご注意願います。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１０】■再掲情報■ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■[鳥取・三次募集]「令和３年度 中小企業外国出願支援事業補助金（特許、 

実用新案、意匠、商標）」募集のお知らせ（鳥取県産業振興機構） 

https://www.toriton.or.jp/seminar_detail.php?id=641 

■「知的財産管理の業務マニュアル作成術」のご案内（広島県発明協会） 

https://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji16424.html 

■「Web ミニ勉強会 契約のイ・ロ・ハ」のご案内（広島県発明協会） 



https://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji16332.html 
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