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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆「イノベーションに寄与した日本の発明」パネル展示 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

4 月 18 日「発明の日」を記念して、特許庁庁舎 1 階でパネル展示を行います。 

「イノベーションに寄与した日本の発明」と「子ども発明家に聞きました！」 

のテーマの元、知財初心者や将来の産業を支える子ども・学生にも 

イノベーション創出と知的財産制度の重要性を理解していただく内容です。 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/innovation-panel.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 企業価値向上に資する知財経営の普及啓発に関する調査研究 

（経営デザインを通じた知財経営の導入支援事業）を実施します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

本事業は、経営コンサルタント及び知財コンサルタント、必要に応じて知財情報分析 

アドバイザーを参加企業に派遣し、知財経営の導入を支援することを通じて、 

経営層と知財部門とのコミュニケーションのプロセスを明らかにして、 

事例として展開することで、知財経営の普及を図る事業です。 

参加企業については、5月 20 日（金）まで募集しており、事業開始に先立ち、 

事前説明会を開催いたします。 

4 月 27 日(水) 15:30～17:00 オンライン（アーカイブ配信あり） 

https://www.jpo.go.jp/support/example/chizai_chousa_2023.html 

 



―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 令和 4年度「知財功労賞」表彰式を行いました 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

4 月 18 日に令和 4 年度「知財功労賞」表彰式を行いました。今年度は、 

経済産業大臣表彰として個人 1 名と企業等 7 者、特許庁長官表彰として 

個人 4 名と企業等 14 者を表彰しました。 

受賞された皆様の、喜びの声や受賞のポイントに関わるエピソード、 

今後の抱負等のコメントを御紹介します。 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/tizai_koro/2022_tizai_kourou_siki.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ INPIT「令和 3 年度パテントコンテスト表彰式」録画配信中！ 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

令和３年度パテコン表彰式（令和 4 年 3月開催）の模様を以下から 

配信しています。特許庁長官賞や特別賞を受賞した作品のプレゼン l 

テーションや、宇宙飛行士の山崎直子選考委員長が若い世代に向け 

て発信するメッセージなど、見所満載の内容となっています。 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/info_20220217.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ INPIT 知っておきたい知的財産契約の基礎知識を改訂しました！ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

契約の基礎知識や、知的財産契約の実務について、初歩的な内容から解説した 

「知っておきたい知的財産契約の基礎知識」を掲載しました！ 

本書は「知っておきたい特許契約の基礎知識」を 12 年ぶりに改訂したもので、 

意匠・商標の記載を追加し、契約書の雛形を別冊として掲載しております。 

初心者から上級者まで幅広くご利用いただけますので、ぜひご活用ください。 

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ip-contract.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ INPIT 営業秘密 PR動画、第１弾を作成しました！ 

「この話、自分には関係ない・・・本当にそう！？」トップセールスでのうっかり 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

機密情報？ 営業秘密？ 流出？ 漏えい？ 

と思われている方に、むしろ、そのように思われている方にこそ！ 

是非、営業秘密の管理を自分事として捉えていただきたい・・・そんな思いで、 

ショートドラマ＆ミニ解説からなるプチ動画を作成しました。 

https://youtu.be/9i5KXdE0h9w 



 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 全国イベント情報ピックアップ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ WIPO「世界知的財産の日 記念オンラインイベント」 

～IP and Youth: より良い未来のためのイノベーション～ 

WIPO 日本事務所は、各界の著名人、若手発明家・起業家、学生からの講演や 

パネルディスカッション等を通じ、より良い未来に向けた知財の役割について 

理解を深めることができる、記念オンラインイベントを開催します。 

4/26(火) 13:00 オンライン 

https://www.wipo.int/meetings/ja/2022/wjo_ipday.html 

 

◆ 第 20 回 東北大学知財セミナー「近年の欧州特許庁審決及びドイツ判決」 

２つの EPO 審決及び１つのドイツ判決について説明します。EPO 審決は、 

AI 発明者の欧州特許出願の取り扱いと、特許付与対象の請求項に沿った 

明細書の修正の適否についてです。DE 判決は、 

グラフィカルユーザインターフェイスの特徴に基づく進歩性の評価です。 

4/27(水) 16:00～17:30 オンライン(Teams) 

https://peatix.com/event/3196044/view 

 

◆ JETRO 欧州知財セミナー 

 ～欧州主要国における知財紛争シリーズ（１）法的救済～ 

欧州主要国の裁判所における知的財産に関する紛争解決として、 

英国とドイツは話に聞くことが多いですが、フランス、オランダ、イタリア 

などの話を聞くことは少ないかと思います。 

英独仏蘭伊の各国の専門家が、それぞれの国における裁判所を通じた 

法的救済について解説します。  ※申し込み期限：4/26 日(火) 

4/28(木) 17:00～19:00 オンライン（英語での説明） 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/tcd/euroip20220428 

 

◆ 山口大学知的財産センター主催 知財教育 FDセミナー第 1 回 

2013 年から、全学必修科目として開講している「知的財産入門」について、 

教材及びその教授法、アンケート結果からの効果検証等について発表します。 

教材の構成上のポイントや盛り込んでいるアクティブラーニングの要素等、 

ノウハウを公開します。 

5/17(火) 16:10～17:40 オンライン（Zoom） 

http://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?p=5744 

 



◆ JETRO 欧州知財セミナー ～いまさら聞けない欧州単一特許制度～ 

欧州単一効特許や統一特許裁判所は、これまでなかなか実現せずにおりましたが、 

ようやく今年末にも発効すると言われています。 

日本・欧州・ドイツの弁理士資格を有し、ドイツで活躍されている日本人の講師 

により、基礎的な知識から、発効に向けた現状、今後開始される経過措置や 

それに向けた準備など、ご説明いただきます。 

申し込み期限：5/20(金)  定員：1000 名 

5/24(火) 16:00～18:00 オンライン（日本語での説明） 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/tcd/euroip20220524 

 

◆ 第 21 回 東北大学知財セミナー「AI関連発明の審査に関する状況について」 

特許庁では、AI関連発明について、効率的かつ高品質な審査の実現に向けた取組や、 

諸外国における審査の予見性の向上に向けた他庁との協力を行っております。 

本セミナーでは、こうした AI 関連発明の審査に関する最新状況をご紹介します。 

5/25(水) 15:00～16:30 オンライン(Teams) 

https://peatix.com/event/3196045/view 

 

 

------【東京】------- 

◆ 知財人材育成のススメ 

知財人材を短期集中型で育成する「知的財産人材育成スクール」を開講します。 

知財の基本的な知識の習得だけでなく、中小企業において知財活動を行うために 

必要なスキルを習得することができます。 

主催:東京都知的財産総合センター 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/topics/index2.html 

 

◆ 今日から始める知財人材育成セミナー 

自社に知的財産権を扱える人材がいることで、権利の出願・管理のみならず、 

自社技術を守ったり、知財を経営に活かしたりすることができます。 

知財人材の役割や育成のメリットの説明と共に、実際に知財人材を育成し、 

経営に活かしている企業の実例について紹介します。 

主催:東京都知的財産総合センター 対象:都内中小企業 定員:150 名 

5/9(月) 14:00～16:00 オンライン（Zoom） 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/topics/index2/seminar.html 

 

◆ INPIT 第 2 回「高度検索閲覧用機器」講習会の参加者募集中 

 ～審査官と同等な閲覧用端末で「先行技術調査」を実体験！～ 

特許庁 4階 INPIT で提供する公報閲覧サービスは、審査官と同等の 



機器を使用して、快適なレスポンス環境で先行技術調査が可能です。 

「高度検索閲覧用機器」を実体験する講習会を毎月開催しています。 

5/19(木) 14:00～16:30 東京都千代田区 ※各回定員 5 名 

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/mail/u/l?p=uiU22Giz1n1KcZcAY 

 

◆ INPIT（上級）特許調査研修(審査官の視点に近づこう！)【第 1 回】 

特許庁審査官 OBの弁理士を講師に迎え、効果、効率的な先行技術調査手法や、 

特許審査官が進歩性をどのように判断するのかなどを学習し、より品質の高い 

特許願書を作成する力、強くて広い特許権を取得する力の向上を目指します。 

主催：独立行政法人 工業所有権情報・研修館（INPIT） 受講料：43,000 円 

6/27(月)～28 日(火) オンライン、6/30 日(木)～7/1(金) 東京都千代田区 

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

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 最新トピックス（報道発表） 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 発明の日を記念して、パネル展示と動画公開を行います 

https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220413001/20220413001.html 

 

◆ 令和 4年度｢知財功労賞｣の受賞者を決定しました 

https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220411002/20220411002.html 

 

 

★★次回のメールマガジンは 5 月 16 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 52 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/2022/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://www.jpo.go.jp/news/koho/magazine.html#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。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 


