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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆「Madrid e-Filing」による国際出願手続 6月 1日より受付開始 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

Madrid e-Filing は世界知的所有権機関（WIPO）の提供する Webサービスで、 

本国官庁に商標の国際登録出願をオンラインで行うことができます。 

WIPO への手数料納付を始め、願書の記載事項にある不備の修正、欠陥通報に 

対する応答等を行うことができます。 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ WIPOセミナー 日本国特許庁におけるマドリッド国際登録出願 

オンライン受付「Madrid e-Filing」のご案内 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

日本国特許庁において 6月 1日から開始される Madrid e-Filingによる 

マドリッド国際登録出願の手続について、 

・出願情報を作成する際の画面の操作方法  ・料金の支払い方法 

・出願内容の不備に関する本国官庁からの連絡および不備への応答方法 

・WIPO からの欠陥通報への対応等、特許庁担当者より説明いたします。 

6 月 29 日(水) 16:00～17:00 オンライン 

https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_YNBgjHE3Tfafyyx_yw_SHA 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 先行技術の事前調査を行える制度の利用件数が約 20％ＵＰしました！ 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_YNBgjHE3Tfafyyx_yw_SHA


―――――――――――――――――――――――――――――――― 

先行技術の事前調査を行える制度として「特定登録調査機関制度」が 

あります。この制度を利用すると出願人は審査請求前に権利化の見通し 

がたち、効率的に審査請求を行うことができます。 

令和３年度の制度利用件数が前年度比約 20％増の 840 件となりました。 

引き続き、出願人等の皆さまは、ぜひ本制度の活用をご検討ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/toroku/tokutei_toroku_202102.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ RIETI政策シンポジウム 

デジタル時代の価値創出 ～デザイン経営の視点から～ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

デジタル時代の到来に伴い、デザインの価値が重要視されており、SDGsの達成や 

サステナブル経営には、デザイン思考のアプローチが有効です。 

企業でのデザイン経営マネジメントの現状を紹介すると共に、経済産業省、特許庁、 

デジタル庁における政府レベルのデザイン活用の進め方について議論します。 

特許庁からは岩崎特許技監が登壇いたします。 

6 月 7 日(火) 14:00～16:00 オンライン 

https://www.rieti.go.jp/jp/events/22060701/info.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ INPIT 御社の経営課題、「知財総合支援窓口」がサポートします！ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

「既製品にはない独自デザインでコロナ禍でも売上大幅増！」 

今回は、INPIT総合支援窓口に御相談いただいた中から、明確なビジョンを 

持って独自デザインでコロナ禍においても売上を大幅に伸ばされた企業の例を 

紹介します。INPIT 知財総合支援窓口では、事業計画の策定手法の支援や、 

知財戦略、関連する契約上の注意点まで、幅広く御支援いたします！ 

https://chizai-portal.inpit.go.jp/supportcase/2021/10/post-1024.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 全国イベント情報ピックアップ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 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（強制実施権、特許存続期間など）をめぐる議論 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/toroku/tokutei_toroku_202102.html
https://www.rieti.go.jp/jp/events/22060701/info.html
https://chizai-portal.inpit.go.jp/supportcase/2021/10/post-1024.html


・WIPO と各国産業財産庁による最新施策の紹介 

・模倣品対策に関する取組、 等についてご紹介いただく予定です。 

6/3(金) 10:00～11:00 オンライン 

https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_OwadplGDSzW8bQfvJVg3JQ 

 

◆ 日本知的財産仲裁センターシンポジウム 

「知的財産に関する契約を含むお悩み事例とその解決策」 

日本知的財産仲裁センターは、日本弁護士連合会と日本弁理士会とにより設立 

され、知的財産に関する紛争解決に当たる ADR（裁判外の紛争解決）機関です。 

知的財産に関する紛争をスマートに解決するための実務セミナーです。 

主催：名古屋商工会議所、日本弁理士会東海会、他 

6/7(火) 14:30～17:15 オンライン (Zoom)  締め切り：5/31(火) 

https://www.jpaa-tokai.jp/topics/seminar/detail_2610.html 

 

◆ JETRO 欧州知財セミナー ～ドイツにおける特許法改正と特許訴訟～  

ドイツでは 2021年 8月に特許法を改正しました。法改正の影響やその後の 

動向については日本企業を含む世界中の企業にとって大きな関心事項です。 

今回は、100件以上の特許等の侵害訴訟を経験し、ドイツ特許法に関する 

コメンタリーの執筆や数々の講演を行っている Miriam Kiefer 氏に、 

ドイツにおける特許法改正と特許訴訟についてご紹介いただきます。   

6/14(火) 17:00～19:00 オンライン(英語での説明) 申し込み期限：6/10(金) 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/tcd/euroip20220614 

 

◆ WIPOセミナー 日本における知的財産を活用した資金調達 ―課題と可能性― 

2021 年 WIPOは知的財産 IPを活用した資金調達に関する取り組みを始めました。 

各国で知財金融の実態調査が実施されており、日本は国別調査を昨年より開始し、 

今後日本報告書も発表が予定されています。日本報告書の紹介、IPを活用した 

大規模な事業価値証券化の最近の成功事例の紹介、米国・中国・欧州をはじめと 

する国際的な IPを活用した資金調達に関する比較考察行う予定です。 

6/15(水) 16:00～17:45 オンライン 

https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_OtsNISGHQamqaTlAWrdeeg 

 

◆ WIPOセミナー 代理人から見たマドリッド制度の活用方法 

企業法務及び知的財産法務を中心に扱い日本を代表する総合法律事務所の一つ 

TMI 総合法律事務所から、商標の国際出願登録制度であるマドリッド制度の出願、 

各種手続きの代理経験豊富な佐藤俊司弁理士をお招きし、代理人から見た 

マドリッド制度の活用方法や留意点についてご講演いただきます。 

6/16(木) 16:00～17:00 オンライン 

https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_OwadplGDSzW8bQfvJVg3JQ
https://www.jpaa-tokai.jp/topics/seminar/detail_2610.html
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/tcd/euroip20220614
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_OtsNISGHQamqaTlAWrdeeg


https://register.gotowebinar.com/register/7523330669356707086 

 

◆ 東北大学知財セミナー第 22回 

「米国知的財産法の近時の動向 ―注目判決を題材としてー」 

米国知的財産分野の注目判決を題材として、日本法とも比較しつつ、 

米国の知財分野の注目すべき動向を解説します。 

講師：荒木法律事務所代表弁護士、弁理士、米国弁護士 荒木 昭子 

6/17(金) 15:00～16:30 オンライン (Teams) 

https://peatix.com/event/3250213/view 

 

◆ WIPOセミナー 中東アフリカの知的財産概況 

講師に JETROドバイ事務所 知的財産権部長 関 景輔 氏をお招きし、 

中東アフリカ地域の最新知財概況をご紹介いただく予定です。 

・知財全体像（各種知財統計データ、日系企業から指摘される知財をめぐる課題） 

・各種知財トピック（特許意匠商標取得ルート、GCC 特許庁の現状） 

・模倣品問題   ・JETRO ドバイ事務所による現地日系企業との活動、等 

6/17(金) 16:00～17:00 オンライン 

https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_CFlxavLNQH-jei-HOtSMfg 

 

◆ WIPOセミナー 特許協力条約（PCT）の概説及びその戦略的活用 

特許業務法人 深見特許事務所の副所長の佐々木眞人氏を講師にお迎えし、 

PCT の重要ポイントを理解した上で戦略的に活用するための手法について、 

弁理士の視点からご説明いただきます。 

6/22(水) 16:00～17:00 オンライン 

https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_CA4RPWvDT7ejwADRriIT1Q 

 

------【東京】------- 

◆ AI･ビジネスモデル特許セミナー ～デジタル技術の特許取得～ 

最近の AIや IoT関連の特許出願動向や業界別の特許出願事例を紹介しながら、 

デジタル技術に関する特許出願戦略の構築や特許の権利化の手法などの 

特許出願実務について解説します。 

主催：東京都中小企業振興公社 対象：都内中小企業、個人事業主 

6/15(水) 14:00～16:00 オンライン (Zoom) 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2022/220615chizai.html 

 

◆ INPIT 第 3 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 

https://register.gotowebinar.com/register/7523330669356707086
https://peatix.com/event/3250213/view
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_CFlxavLNQH-jei-HOtSMfg
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_CA4RPWvDT7ejwADRriIT1Q
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2022/220615chizai.html


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。 

6/16(木) 14:00～16:30 東京都千代田区 ※各回定員 5名 

https://www.inpit.go.jp/data/topic/r4fy.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 最新トピックス（報道発表） 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 知財評価活用のためのひな形及びガイドラインを作成しました 

https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220518001/20220518001.html 

 

 

★★次回のメールマガジンは 6月 13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.inpit.go.jp/data/topic/r4fy.html
https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220518001/20220518001.html
https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/index.html
https://twitter.com/jpo_NIPPON/
https://www.jpo.go.jp/index.html
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/cal/2021/index.html
https://www.jpo.go.jp/news/koho/magazine.html#enq


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。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/magazine.html

