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―――――――――――――――――――――――――――――― 

◆【PCT】国際出願関係手数料改定のお知らせ 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

2022 年 7 月 1 日より、国際出願関係手数料が改定されます。 

2022 年 7 月以降に本手数料の納付をする場合は、手数料の額及び 

適用関係に御注意をお願いいたします。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 人工知能（AI）技術の活用に向けたアクション・プランについて 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

特許庁は、2017 年より特許行政事務の高度化・効率化に向け、人工知能（AI） 

技術の活用に関するアクション・プランを推進し、外国語特許文献への 

機械分類付与など、業務の効率化・品質向上を図ってきました。 

このたび、改めて今後 5 か年の新たなアクション・プランを策定し、 

引き続き積極的に、AI 活用の取組を進めてまいります。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/ai_action_plan/ai_action_plan-fy2022.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 広報誌「とっきょ」52 号公開中  ～AI コンペって？～ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ イラストレータパパンがゆく！ 

昨年末から今年にかけて、特許庁として初の試みである、商標審査の 

機械学習コンペティションが開催されました。パパンの突撃レポートです！ 



https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol52/06_page1.html 

◇「AI×商標：イメージサーチコンペティション」の成果 

検索精度の向上と機械学習コンペティションの有効性が確認されました。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/ai_action_plan/ai_action_plan-image.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ INPIT の新たな支援「IP ランドスケープ支援事業」、公募開始しました！ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

これまで INPIT で実施してきた、中小企業等への特許情報分析支援事業を 

バージョンアップし、知財その他の情報に基づき経営戦略・事業計画に 

助言を行う「IP ランドスケープ支援事業」を今年度から開始します！ 

第１回の公募受付を開始しました。7/8(金) 17:00 〆切です。 

※「IP ランドスケープ」は登録商標です。 

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ INPIT 営業秘密 PR 動画、第２弾を作成しました！ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

付き合いの長い取引先といつも通りの商談・・のはずが、 

思わぬ悲劇を招くことに。営業秘密はどのように余所から狙われるのか、 

ショートドラマ＆ミニ解説からなる YouTube 動画を配信しました。 

◇「取引先からの思いがけない提案」苦渋の判断が生んだ悲劇 

https://www.youtube.com/watch?v=NwMGeNXG0Jc 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ INPIT 御社の経営課題、「知財総合支援窓口」がサポートします！ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

「『奈良筆』の地域団体商標登録で全国にブランド発信」 

日本筆発祥の地からブランド力向上を目指して地域団体商標の登録・活用に 

取り組まれた組合の事例を紹介します。 

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/2022/04/post-1100.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 全国イベント情報ピックアップ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 



◆ 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://register.gotowebinar.com/register/7523330669356707086 

 

◆【New】JETRO 米国知財セミナー（第 81 回米国 IPG セミナー） 

米国における特許訴訟の管轄問題や、特許出願の費用削減のコツ、 

知財デューデリジェンスについて解説します（英語）。 

6/17(金) 8:30～10:30 オンライン (Zoom) 

https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/seminar.html 

 

◆ 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 

 

◆【New】NEDO セミナー NFT の知財ライセンス  

NFT やブロックチェーン、メタバースといった新技術の普及に伴い、 

これまで予想し得なかった知財問題が起こり始めています。 

米国西海岸の第一線で活躍する知財弁護士が、最先端のトピックを 

分かりやすく解説します。ここでしか聴けないお値打ち情報をお見逃しなく！  

主催：NEDO シリコンバレー事務所  言語：英語  

6/24(金) 8:00～9:45 オンライン  

https://www.eventbrite.com/e/in-persononlinefree-event-ip-licensing-on-emerging-

technologies-tickets-347335518887 

 

◆ 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。 

6/29(水) 16:00～17:00 オンライン 

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

 

◆【New】日本弁理士会関西会「弁理士の日」知財ふれあいフェスティバル開催 

日本弁理士会関西会では、毎年７月１日の「弁理士の日」を記念して、 

知的財産権に関する各種行事を開催しております。本記念事業は、 

知財関係者だけではなく広く一般の方々を対象としたものです。 

◇ 講演会の部 ～SDGs と知財～ 

7/2(土) 13:00～16:10 オンライン 

◇ イベントの部 知財クイズに挑戦！「はっぴょんの知財クイズ」 

7/31(日)まで 随時 オンライン 

https://www.kjpaa.jp/ipsa/seminarinfo/business 



 

-------【東京】------- 

◆【New】商標セミナー【国内編】【外国編】 

これから国内での商標・ネーミングの基礎知識や商標調査・出願の方法等を 

学ぶ方向けの「国内編」、外国の商標制度の特徴や権利化及び活用の際の 

留意点等を解説する「外国編」の２つのセミナーを開催します。 

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 

【国内編】6/22(水) 【外国編】6/29(水) 14:00～16:00 オンライン (Zoom) 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2022/220622chizai.html 

 

◆【New】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。 

講師とともにご自身でパソコン操作による実習をしていただくとより効果的です。 

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 

6/24(金) 14:00～16:30 オンライン (Zoom) 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2022/220624ipdl.html 

 

-------【関東】------- 

◆【New】日本弁理士会関東会「弁理士の日記念イベント２０２２」開催 

7 月 1 日「弁理士の日」を記念して、イオンレイクタウン kaze 翼の広場にて、 

・村木風海さんによるトークショー ・謎解きゲーム 

・マジシャンコンビ「キャラメルマシーン」によるマジックショー、 

を目玉に、「はっぴょん」「コバトン」との撮影会、知財画像コンテンツ上映 

などを実施します。「知財相談コーナー」では弁理士が相談をお受けします。 

7/16(土) 10:00～17:00 埼玉県越谷市 

https://www.jpaa-kanto.jp/event/ 

 

 

★★次回のメールマガジンは 6 月 27 日(月)に 配信予定です！ 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

特許庁広報室からのお知らせ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆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 

 



◆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。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 


