■□■―――――――――――――――――――――――■□■
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.217
■□■―――――――――――――――――――――――■□■
★★CONTENTS
◆ オープンイノベーション「対価交渉のケーススタディーβ版」を掲載！
◆【NEDO 知財セミナー】特許実務の革新 ～AI ツールが未来を変える～
◆ JETRO 米国知財セミナー「知財と税」特集 ◇明日 5/18 開催◇
第 2 回 知的財産権の国際取引をめぐる課税上の取扱い
◆ JETRO 第 66 回 米国 IPG セミナー
◆【WIPO オンラインセミナー】中国の知的財産概況 ◇明日 5/18 開催◇
◆【WIPO オンラインセミナー】中東・アフリカの知的財産概況
◆【WIPO オンラインセミナー】韓国・台湾の知的財産概況
◆ 全国イベント情報ピックアップ
◆ 最新トピックス（報道発表）
―――――――――――――――――――――――――――――
◆ オープンイノベーション「対価交渉のケーススタディーβ版」を掲載！
―――――――――――――――――――――――――――――
モデル契約書（新素材編）ライセンス契約をベースにしています。
交渉に精通した弁護士軍団による編著で、
リアリティーたっぷりなストーリー形式での解説です。
https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html
―――――――――――――――――――――――――――――
◆【NEDO 知財セミナー】特許実務の革新 ～AI ツールが未来を変える～
―――――――――――――――――――――――――――――
主催：NEDO シリコンバレー事務所
言語：英語
参加費：無料
定員：先着 100 名限定
形式：テレビ会議システムを利用してライブ配信
5 月 21 日(金) 8:00～9:30（日本時間） 終了後ネットワーキング
https://www.nedosvo.org/event

―――――――――――――――――――――――――――――
◆ JETRO 米国知財セミナー「知財と税」特集 ◇明日開催◇

第 2 回 知的財産権の国際取引をめぐる課税上の取扱い
―――――――――――――――――――――――――――――
知的財産権を国内外の子会社に移転する際、どのような契約を選択するかが
税額に影響します。知的財産権の国際取引を類型化し、日米間の移転を中心に
課税関係を分かりやすく解説します。
5 月 18 日(火) 8:30～9:45（日本時間）オンライン
https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/seminar.html
―――――――――――――――――――――――――――――
◆ JETRO 第 66 回

米国 IPG セミナー

―――――――――――――――――――――――――――――
米国における特許実務について、(1) 社外の顧問弁護士の活用方法、
(2) AI 等の新しい技術の実務への影響、(3) テキサス州の地方裁判所
における訴訟実務の動向、のテーマで解説します。（言語：英語）
5 月 27 日(木) 8:00～10:00（日本時間）オンライン
https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/seminar.html
―――――――――――――――――――――――――――――
◆【WIPO オンラインセミナー】中国の知的財産概況 ◇明日開催◇
―――――――――――――――――――――――――――――
日本貿易振興機構(JETRO)北京事務所 知的財産権部長 山本 英一氏、
JETRO 香港事務所 知的財産権部長 松本 要氏を講師にお招きし、
以下項目について、ご紹介いただく予定です。
・中国・香港の知財分野の動向
・中米経済・貿易協定が中国知財分野に与えた影響
・改正専利法の概要
・第 14 次五カ年計画から見える今後の方向性
・知財活用・知財金融の動向
・標準必須特許関連の動向

等

5 月 18 日(火) 17:00～18:30（日本時間）
https://attendee.gotowebinar.com/register/797977575121683211
―――――――――――――――――――――――――――――
◆【WIPO オンラインセミナー】中東・アフリカの知的財産概況
―――――――――――――――――――――――――――――
日本貿易振興機構(JETRO)ドバイ事務所 知的財産権部長 塩澤 正和氏
を講師にお招きし、中東・アフリカにおける特許出願動向、
GCC 特許庁やサウジアラビアにおける最近の知的財産動向や

アフリカでの模倣品状況など、現地駐在の塩澤氏にお話しいただきます。
5 月 26 日(水) 16:00～17:00（日本時間）
https://attendee.gotowebinar.com/register/1841577937093094155
―――――――――――――――――――――――――――――
◆【WIPO オンラインセミナー】韓国・台湾の知的財産概況
―――――――――――――――――――――――――――――
日本貿易振興機構(JETRO)ソウル事務所 副所長 土谷 慎吾氏、
日本台湾交流協会 台北事務所 経済部主任 中根 知大氏を講師にお招きし、
韓国、台湾の経済・市場動向、各知財庁の取組や知財法改正等の
知的財産動向など、現地駐在の両氏にお話しいただきます。
5 月 31 日(月) 16:00～17:30（日本時間）
https://attendee.gotowebinar.com/register/839000353933483787

―――――――――――――――――――――――――――――
◆ 全国イベント情報ピックアップ
―――――――――――――――――――――――――――――
-------【全国】------◆【山口大学】知的財産判例セミナー

第9回

世間の高い関心を集めた音楽教室と JASRAC との間の訴訟は、
本年 3 月 18 日に控訴審判決が言い渡されて一審判決の判断が
一部変更されることとなった。
今回のセミナーでは、JASRAC による音楽著作権管理の仕組みを
解説したうえで、一審・控訴審の両判決で問題とされた点を
ピックアップして検討する。
講師：園部 正人

氏

5/27(木) 16:10～17:40 オンライン（Webex）
https://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?p=4656
◆初めて知的財産に関わる皆様へ！初心者向け制度説明会
特許庁の「産業財産権専門官」が、知的財産権制度の概要を中心に
各種支援策や地域におけるサービス等をわかりやすく説明いたします。
これから知的財産権を学びたい方、知財部門に新しく配属された方など、
初めて知的財産に関わる方必見です！
質疑応答では、知財に関する疑問やお悩みを是非お聞かせください。
※前回(4 月 15 日 Skype 開催)と同一内容を予定
5/27(木) 18:00～19:00

オンライン（Teams）

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/chizai_setumeikai-2021.html
◆共創による新たな事業創造と知財の連携
～「悩みや課題」の解決に向けた、各社の取組～
本講演では、Co-creation の事業創造と知財戦略の連携に伴う「悩み」を起点とし、
各社の取組をご紹介いたします。
例えば「失敗から次に生かす仕組みや組織・体制」等、
“生”の活動の一端を取り上げます。
講師：特許庁総務部企画調査課

特許戦略企画調整官

遠山

敬彦

氏

6/24(木) 10:30～12:00 東京都港区、オンライン（Zoom）
有料（1 名につき 22,000 円）
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=21246
-------【関東】------◆【再掲】共創による新たな事業創造と知財の連携
～「悩みや課題」の解決に向けた、各社の取組～
本講演では、Co-creation の事業創造と知財戦略の連携に伴う「悩み」を起点とし、
各社の取組をご紹介いたします。
例えば「失敗から次に生かす仕組みや組織・体制」等、
“生”の活動の一端を取り上げます。
講師：特許庁総務部企画調査課

特許戦略企画調整官

遠山

敬彦

氏

6/24(木) 10:30～12:00 東京都港区、オンライン（Zoom）
有料（1 名につき 22,000 円）
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=21246

―――――――――――――――――――――――――――――
◆ 最新トピックス（報道発表）
―――――――――――――――――――――――――――――
◆特許出願技術動向調査を取りまとめました
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210430004/20210430004.html
◆「第 8 回日中知的財産権ワーキング・グループ」を開催しました
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210430007/20210430007.html

★★次回のメールマガジンは 5 月 31 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 48 号 公開中！
https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/index.html
アンケートに回答いただいた方には、次号 49 号の冊子を送付いたします。
◆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
◆メールマガジンのアンケートを実施中！
今号のメールマガジンの感想をぜひお聞かせください。
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。
―――――――――――――――――――――――――――――

