■□■―――――――――――――――――――――――■□■
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.218
■□■―――――――――――――――――――――――■□■
★★CONTENTS
◆ 特許法等の一部を改正する法律（令和 3 年 5 月 21 日法律第 42 号）公布
◆ 特許庁の庁内見学をリニューアルしました！
◆ 国際知財シンポジウム

～WIPO GREEN を通じた環境問題解決への取組み～

◆ 新事業創造に資する知財戦略事例集の紹介動画を公開中！
◆【WIPO セミナー】米国の知的財産概況
◆【WIPO セミナー】ハーグ制度/WIPO 国際事務局からの不備の通知を回避するコツ
◆【WIPO セミナー】シリコンバレーにおける特許エコシステム
◆【WIPO セミナー】ハーグ制度/オンライン出願ツール「eHague」と
更新ツール「eRenewal」の使い方
◆【WIPO セミナー】中南米の知的財産概況
◆ 全国イベント情報ピックアップ
―――――――――――――――――――――――――――――
◆ 特許法等の一部を改正する法律（令和 3 年 5 月 21 日法律第 42 号）公布
―――――――――――――――――――――――――――――
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
経済活動の変化に対応すべく、特許法等の改正が行われました。
・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
・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
・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
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r030521.html
―――――――――――――――――――――――――――――
◆ 特許庁の庁内見学をリニューアルしました！
―――――――――――――――――――――――――――――
「知財」と聞くと、何やら難しそう、自分には関係なさそう…、
と思うかもしれません。
「知財をもっと身近に感じていただきたい！」そんな想いからご用意しました。
このご時世、なかなか特許庁に来庁いただくことができませんが、
オンラインによる訪問を通じて特許庁をより知っていただくために、
下記のコンテンツをご用意しています！

・特許庁主要施設の動画紹介
・特許庁の審査官等からのレクチャー
・「徹底解剖！これが特許庁だ！～仮想特許庁～」の自由探索・質問受付
https://www.jpo.go.jp/news/koho/kengaku/index.html
―――――――――――――――――――――――――――――
◆ 国際知財シンポジウム

～WIPO GREEN を通じた環境問題解決への取組み～

―――――――――――――――――――――――――――――
SDGs や環境問題への関心が高まる中、世界の環境技術の普及に貢献する
WIPO GREEN の取組、知的財産の活用を通じた環境問題解決について
多様な視点から最新の状況をお伝えします。
同時通訳：英語・中国語・韓国語
6 月 18 日(金) 20:00～22:00（日本時間）オンライン
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/wipo_green.html
―――――――――――――――――――――――――――――
◆「新事業創造に資する知財戦略事例集」の紹介動画を公開中！
―――――――――――――――――――――――――――――
特許庁では４月に「新事業創造に資する知財戦略事例集」を公表しました。
本事例集では、「共創（Co-creation）」の知財戦略を実践するヒントが
多数掲載されております。
今回、事例集の紹介動画を作成しましたのでぜひ御覧ください！
https://www.jpo.go.jp/support/example/chizai_senryaku_2021.html
―――――――――――――――――――――――――――――
◆【WIPO セミナー】米国の知的財産概況
―――――――――――――――――――――――――――――
米国知財出願動向、トランプ政権の知財政策の振り返り、バイデン政権
誕生と米国特許商標庁（USPTO）や連邦議会の動向、最近の知財情勢など、
現地駐在の石原氏より最新情勢についてお話いただく予定です。
6 月 9 日(水) 10:00～11:00（日本時間）オンライン
https://attendee.gotowebinar.com/register/8228220970126722827
―――――――――――――――――――――――――――――
◆【WIPO セミナー】ハーグ制度/WIPO 国際事務局からの不備の通知を回避するコツ
―――――――――――――――――――――――――――――
ハーグ出願において WIPO 国際事務局からの不備の通知を回避するコツなどについて、
WIPO 本部・ハーグ法務部門のアソシエイトオフィサー尾曲氏よりご紹介いたします。

Q&A セッションでは、尾曲氏に疑問点などを直接質問することもできます！
6 月 11 日(金) 17:00～18:00 (日本時間）オンライン
https://register.gotowebinar.com/register/7734357730481777422
―――――――――――――――――――――――――――――
◆【WIPO セミナー】シリコンバレーにおける特許エコシステム
―――――――――――――――――――――――――――――
講師に NEDO シリコンバレー事務所 次長 大山 栄成氏をお招きし、
シリコンバレーの概況、特許出願動向、NPE による特許訴訟や防衛的戦略、
知財訴訟ファイナンス、特許売買の動向など、お話いただく予定です。
6 月 15 日(火) 11:00～12:00（日本時間）オンライン
https://attendee.gotowebinar.com/register/6337012591822051853
―――――――――――――――――――――――――――――
◆【WIPO セミナー】ハーグ制度/オンライン出願ツール「eHague」と
更新ツール「eRenewal」の使い方
―――――――――――――――――――――――――――――
オンライン出願ツール「eHague」と更新ツール「eRenewal」の使い方について、
WIPO 本部・ハーグカスタマーサービス部門のアッシャー氏より、
ライブデモにてご紹介いたします！

Q&A セッションもございます！

6 月 18 日(金) 17:00～18:00 (日本時間）オンライン（日本語で開催）
https://register.gotowebinar.com/register/8762155911402421776
―――――――――――――――――――――――――――――
◆【WIPO セミナー】中南米の知的財産概況
―――――――――――――――――――――――――――――
講師に JETRO サンパウロ事務所 知的財産権部長 貝沼 憲司氏をお招きし、
最新の中南米各国の知財出願動向、コロナと知的財産をめぐる議論、
各国産業財産庁による最新施策の紹介、
フリートレードゾーンの観点からの模倣品に関する取組など、
現地駐在の貝沼氏より最新情勢についてお話いただく予定です。
6 月 25 日(金) 10:00～11:00（日本時間）オンライン
https://attendee.gotowebinar.com/register/345961748577335563
―――――――――――――――――――――――――――――
◆ 全国イベント情報ピックアップ
―――――――――――――――――――――――――――――

-------【全国】------◆東京都知的財産総合センター

特許情報調査セミナー【意匠検索編】

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を用いて、意匠に関する特許情報を
調査するのに有用な考え方を体系的に解説します。
6/11(金) 14:00～16:30 オンライン（Zoom）
◆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
◆【日本弁理士会関西会主催】知財ふれあいフェスティバル
７月１日の「弁理士の日」を記念して、講演会・発明工作教室を行います。
講演会：『世界が驚く日本の文房具』
「文具王的、ちょっとマニアックな文房具発明競争の見方・楽しみ方」
講演者：高畑

正幸

氏

文具ライター（文具王）

「アナログな文具を知るのはインターネットの世界で」
講演者：岸井

祥司

氏

和気文具

代表取締役社長

「トンボ鉛筆の文具と知的財産権」
講演者：菊池

英龍

氏

株式会社トンボ鉛筆

知財部長

弁理士

7/3(土) 14:00～16:10 オンライン（V-CUBE）
イベント：
『身近に楽しむ知的財産』
発明工作教室「おどる！はねる！磁石であそぼう！」を実施。
7/3(土) 10:00～15:50（50 分×5 回） オンライン（Zoom）
http://www.kjpaa.jp/ipsa/seminarinfo/business
◆東京都知的財産総合センター

知財を活かした売れる新製品開発セミナー

知的財産を活用した製品開発によって、既存製品との差別化や
開発期間の短縮などを図ることができるといわれています。
7/13(火) 14:00～16:30 オンライン（Zoom）
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2021/210713chizai.html

-------【関東】------https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2021/210611ipdl.html
◆【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

★★次回のメールマガジンは 6 月 14 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「スマート農業特集」 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
特許庁 HP イベントカレンダー
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/cal/2021/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。
―――――――――――――――――――――――――――――

