■□■―――――――――――――――――――――――■□■
知財をもっと知るための情報＆イベントをご紹介！
特許庁メールマガジン Vol.211
■□■―――――――――――――――――――――――■□■
★★CONTENTS
◆広報誌「とっきょ」 Vol.47 公開中！
◆「全国地域ブランド総選挙」オンライン展示会開催中！！
◆中小企業経営セミナー「DESIGN-DRIVEN MANAGEMENT SEMINAR」#03
～ビジョン共有で新たな事業を生み出す～
◆ジェトロ上海主催「上海市高級人民法院による知財セミナー」
◆NEDO シリコンバレー・オンラインセミナー
◆【WIPO オンラインセミナー】国際登録簿の更正
◆【WIPO オンラインセミナー】UPOV と改正種苗法について
◆【WIPO オンラインセミナー】マドリッド制度に関する最新の規則改正情報について
◆全国イベント情報ピックアップ
―――――――――――――――――――――――――――――
◆広報誌「とっきょ」 Vol.47 公開中！
―――――――――――――――――――――――――――――
最新号を特許庁ホームページで公開しています。
今回の特集は「自動運転技術」とその「通信技術」で、
特許情報の分析や､最先端技術を支える知財戦略を紐解きます！
そのほか、漫画やお役立ち情報を随時更新していきます！
ぜひご覧ください！
https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/index.html
―――――――――――――――――――――――――――――
◆「全国地域ブランド総選挙」オンライン展示会開催中！！
―――――――――――――――――――――――――――――
「全国地域ブランド総選挙」に参加した各地域を代表する 15 産品を
ご紹介しております。学生達が作成した PR 動画も閲覧可能です。
ぜひ、下記特設サイトにお立ち寄りください！
1 月 8 日(金)～3 月 31 日(水)
JRE MALL 内「お取り寄せきっぷ」内

特設サイト

https://www.jreastmall.com/shop/r/r0248/
「全国地域ブランド総選挙」公式ＨＰ
https://www.chiiki-brand.com/

―――――――――――――――――――――――――――――
◆中小企業経営セミナー「DESIGN-DRIVEN MANAGEMENT SEMINAR」#03
～ビジョン共有で新たな事業を生み出す～
―――――――――――――――――――――――――――――
主に中小企業の経営幹部に向けた「事業継承」オンラインセミナーです。
「新規事業」や「社内改革」は多くの企業で一筋縄にはいかないもの。
自社ブランドや新サービスを立ち上げたい。でも人材も資金もない。
そんなときに、小さくても新たな一歩を踏み出すための方法とは。
ゲストに、佐賀県の貼箱メーカー 一新堂の三代目社長 本土 大智氏を
お迎えして、自社ブランドの立ち上げからグッドデザイン受賞まで、
リアルな苦労話や失敗談を交えながらお話しいただきます。
※このセミナーは「デザイン経営」支援事業企画の第３回目ですが、
各回内容は独立していますので、今回からでもご参加いただけます。
2 月 12 日(金）17:00～18:00 オンライン（YouTube ライブ）申込不要
https://youtu.be/4ke2NFCQLdA
【参考】［特許庁 HP］特許庁はデザイン経営を推進しています
https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei.html
―――――――――――――――――――――――――――――
◆ジェトロ上海主催「上海市高級人民法院による知財セミナー」
―――――――――――――――――――――――――――――
上海市高級人民法院と上海市知的財産法院の現役の裁判官より、
訴訟における技術調査官制度の活用状況といった中国の知財裁判
における最新の情報をご紹介いただきます。
2 月 26 日(金) 15:00～17:30（日本時間）オンライン（Zoom）
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/shanghai/2021/tizai/agenda.pdf
2 月 10 日(水) 申し込み期限
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/pcs/210226
―――――――――――――――――――――――――――――
◆NEDO シリコンバレー・オンラインセミナー
米国におけるフォーラムショッピング～特許訴訟裁判地の選択が勝負を分ける～
―――――――――――――――――――――――――――――
主催：NEDO シリコンバレー事務所
言語：英語
参加費：無料
定員：100 名（先着順）

2 月 27 日(土) 9:00～10:00（日本時間） 終了後ネットワーキング
下記ページからお申込みください！
https://www.nedosvo.org/event
―――――――――――――――――――――――――――――
◆【WIPO オンラインセミナー】国際登録簿の更正
―――――――――――――――――――――――――――――
国際登録簿に誤りがある場合、国際事務局に対して更正（Correction）
を請求することができます。
今回のウェビナーでは、国際登録簿の更正の対象事項やその範囲、
更正申請の具体的な手続及び更正時における注意点等を紹介することを
目的としております。（参加費無料）
2 月 18 日(木) 17:00～18:00（日本時間）オンライン
https://register.gotowebinar.com/register/4957227747904519694
―――――――――――――――――――――――――――――
◆【WIPO オンラインセミナー】UPOV と改正種苗法について
―――――――――――――――――――――――――――――
WIPO 日本事務所では、この度、植物品種保護にフォーカスした
ウェビナーを初めて開催します。
本ウェビナーでは、WIPO と協力関係にある国際機関である、
UPOV（植物新品種保護国際同盟）のご紹介、及び昨年 12 月 9 日に
公布された「改正種苗法の概要」についてご説明いたします。
2 月 22 日（月）16:30～18:00（日本時間）オンライン
https://register.gotowebinar.com/register/272878307429222925
―――――――――――――――――――――――――――――
◆【WIPO オンラインセミナー】マドリッド制度に関する最新の規則改正情報について
―――――――――――――――――――――――――――――
本ウェビナーでは、マドリッド制度に関する最近の規則改正、
特に 2021 年 2 月に施行された出願人（名義人）及び代理人に関する
電子メールアドレスの記載の義務化や実施細則の改正、
代替に関する原則の明記等について紹介いたします。（参加費無料）
3 月 4 日(木) 17:00～18:00（日本時間）オンライン
https://register.gotowebinar.com/register/1712643704309261580

―――――――――――――――――――――――――――――

◆全国イベント情報ピックアップ
―――――――――――――――――――――――――――――
-------【全国】------◆知的財産セミナー

やまなし知的財産経営戦略塾（第 1 回）

～中小企業が注意すべき知的財産に関する契約の落とし穴と、その対処方法～
講師：永島 太郎

氏

2/10(水) 13:30～16:30 オンライン
http://www.jiii.or.jp/semina/pdf/20210210_online.pdf?v=2
◆特許庁委託 産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業
2020 年度派遣研究者 研究成果報告会
本研究は、特許権に関する権利不争義務について、日本法とドイツ法
の比較法的研究を行いつつ、訴訟法的見地からの考察を行うものです。
３か月のドイツでの研究を終えた派遣研究者が、研究成果を発表し
参加者との意見交換を行います。
講師：岡田 洋一 氏
2/10(水) 16:30～17:35 オンライン (Zoom)
https://www.iip.or.jp/seminar/houkoku210210.html
◆パテントセミナー2020（第３回）
「AI・IoT ビジネスの法律実務と知財」
経済産業省が公表した「ＡＩ・データの利用に関する契約ガイドライン」
の内容をさらに一歩進めてＡＩビジネス、ＩｏＴビジネスにおける
実務上の留意点を具体的な事例を通じて解説いたします。
講師：弁護士・弁理士

内田 誠

氏

2/13(土) 10:00～11:40 オンライン (Zoom)
http://www.kjpaa.jp/ipsa/seminarinfo/patentseminar
◆パテントセミナー2020（第４回）
「産学官連携における知的財産マネジメント」
産学官連携とは何か、産学官連携において必要となる知的財産の
基礎知識、産学官連携に刺さったトゲとも呼ばれている不実施補償の
問題等について、公的研究機関の例を中心に解説いたします。
講師：弁理士

島田 雅之

氏

2/13(土) 14:00～15:40 オンライン (Zoom)
http://www.kjpaa.jp/ipsa/seminarinfo/patentseminar
◆パテントセミナー2020（第５回）

「大学発バイオベンチャーにおける特許権の位置づけ」
大学発バイオベンチャーは、大学の研究成果をもとにした
最先端技術を中心に事業を展開するため、特許権の重要性が高くなります。
大学発バイオベンチャーにおける特許権の役割について解説いたします。
講師：弁理士

南野 研人

氏

2/20(土) 14:00～15:40 オンライン (Zoom)
http://www.kjpaa.jp/ipsa/seminarinfo/patentseminar
◆知的財産セミナー やまなし知的財産経営戦略塾（第２回）
～医工連携の事例紹介と知財戦略～
講師：神谷 直慈

氏

2/26(金) 13:30～16:30 オンライン
http://www.jiii.or.jp/semina/pdf/20210210_online.pdf?v=2
◆第 20 回 JIPA 知財シンポジウム 【NEW】
「予測困難な時代を拓くニューノーマルの知的財産活動」
COVID-19 が世界の行動様式を激変させ、ニューノーマルの時代に
突入した。企業は、この予測困難な時代への対応を余儀なくされ、
不安を抱えながら企業活動を継続している。
本シンポジウムでは、パネルディスカッションを通して、
ニューノーマルの企業活動や知財活動の課題を浮き彫りにして、
企業が抱える不安や悩みを顕在化し、解決の方向性を共有する
ことで予測困難な時代を切り拓く。
3/2(火) 10:45～16:15 オンライン
https://www.jipa.or.jp/form/20sympo.html
-------【関東】------◆第 20 回 JIPA 知財シンポジウム 【NEW】
「予測困難な時代を拓くニューノーマルの知的財産活動」
企業活動や知財活動の課題を浮き彫りにし、解決の方向性を共有
することで予測困難な時代を切り拓く。
3/2（火）東京都千代田、オンライン
https://www.jipa.or.jp/form/20sympo.html

★★次回のメールマガジンは 2 月 22 日(月)に 配信予定です！
―――――――――――――――――――――――――――――

特許庁広報室からのお知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――
◆広報誌「とっきょ」最新 47 号

公開中！

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/index.html
◆特許庁の最新情報をチェック！
Twitter
https://twitter.com/jpo_NIPPON/
特許庁 HP 新着情報
https://www.jpo.go.jp/index.html
◆アンケートを実施中！
今号のメールマガジンの感想をお聞かせください。
https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/magazine-enq
―――――――――――――――――――――――――――――
◆登録解除・配信先の変更はこちら
https://www.jpo.go.jp/news/koho/magazine.html
◆このメールマガジンは特許庁ホームページよりご登録いただいた
アドレスに送付しています。
◆このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。
ご返信いただいてもお答えできません。
◆メール本文中の URL には、一部に計測用 URL を使用しています。
“meti.go.jp” “jpo.go.jp”と記載されていても外部サイトへ
リダイレクトする場合もありますので、あらかじめご了承ください。
―――――――――――――――――――――――――――――
配信元：特許庁 総務課広報室
本メールマガジンの無断転載を禁じます。
―――――――――――――――――――――――――――――

