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明けましておめでとうございます。 

本年も、皆様に役立つ知財の情報をお届けしてまいります。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 公式 Linkedin開設＆YouTubeサブチャンネル開設 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

英語での情報発信強化のため、今月から Linkedin の運用を開始しました。 

また、知財の魅力・重要性を分かりやすくお伝えするため、YouTube サブ 

チャンネル「JPO ちゅーぶ」を開設！ 農水省 YouTube「BUZZ MAFF」との 

コラボ動画もあります。ぜひチェックしてみてください！ 

◇ 特許庁公式 Linkedin 

https://jp.linkedin.com/company/japan-patent-office 

◇ 特許庁公式 YouTubeサブチャンネル「JPOちゅーぶ」 

https://www.youtube.com/channel/UCjhr0dMxjT2JQBPSRv3XxSQ 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆「グローバル知財戦略フォーラム 2023」開催 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

特許庁、INPIT主催による一大イベントが今年度も開催されます！ 

注目の大企業・スタートアップの経営者や知財のスペシャリストが登壇し、 

知財を軸に経営や社会課題解決、スタートアップの成長戦略等の魅力的な 

トピックスを語っていただきます！ 

1 月 27 日(金) 10:00～16:20 会場（東京都千代田区）＆ オンライン 

https://ip-forum2023.inpit.go.jp/ 

https://jp.linkedin.com/company/japan-patent-office
https://www.youtube.com/channel/UCjhr0dMxjT2JQBPSRv3XxSQ
https://ip-forum2023.inpit.go.jp/


 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 特許庁×LINK-J ライフサイエンス知財の学びシリーズ 第２回 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

ライフサイエンス領域での知財権利取得と活用の「キモ」、第２回は 

外国への特許出願制度、オープンイノベーションの契約ノウハウ、海外 

展開支援施策の活用など、実践的な内容盛りだくさんでお届けします。 

1/23(月) 17:00～19:00 東京都中央区 ＆ オンライン (Zoom)  

https://www.link-j.org/event/post-5456.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 広報誌「とっきょ」～脳の深淵を探る次世代の AI解析技術～ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

認知症と診断される前に認知機能の低下を検知し、進行の抑制を目指す 

と同時に、認知症になってしまった際には症状とうまく付き合っていく、 

株式会社 Splinkの「Brain Life Imaging」ソリューションとは？ 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol55/02_page1.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ INPIT 地域のイイもの発見し隊！ ～昆布村 NutsKo（ナツコ）～ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

知財総合支援窓口で支援した、地域のイイものを紹介するコーナーです！ 

北海道知財総合支援窓口で支援した、体に優しい自然なおやつ NutsKo の 

おいしさの秘密を、INPIT の食いしん坊メンバーが解き明かします！！  

https://chizai-portal.inpit.go.jp/news/news312.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆ 2022年 関心の高かった特許庁メルマガ記事 ベスト５！ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

読者の皆様からいただいた、総 37,507クリックからのランキングです。 

1. 広報誌「とっきょ」最新号は ～メタバース～ 特集 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/back/index.html#backnumber_vol53 

2. マルチマルチクレームの制限について（令和 4 年 4月 1日施行） 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html 

3. 意匠制度活用例が 4 コマ漫画で分かるガイドを発行！ 

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/document/minnano_ishoken/01.pdf 

4. 特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ（令和 4年 4月 1日施行） 

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2022_ryokinkaitei.html 
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5. 広報誌「とっきょ」 ～モバイル業界では初めて「内装」意匠登録～ 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol54/07_page1.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆◆ 国内外イベント情報ピックアップ［1/21～2/22 開催］ 

――――――――――――――――――――――――――――――――  

● [New] NEDOシリコンバレー事務所 「日米半導体知財セミナー」 

 ～日本の半導体産業活性化戦略～ 

日米の知財専門家と日本の半導体スタートアップが登壇し、半導体産業を 

取り巻く状況や今後の半導体エコシステム構築に向けた日米協力、 

次世代半導体の開発等について議論します。 

1/21(土) 9:00～10:30 オンライン（Webex・英語） 

https://www.nedosvo.org/event 

 

● [New] 知財研「2022年度 招へい研究者 研究成果報告会」 

特許庁委託「産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業」の一環として、 

海外より招へいした オックスフォード大学教授 Robert BURRELL 氏による 

研究成果の発表と参加者と意見交換を行う報告会を開催します。 

1/24(火) 10:25～12:00 オンライン (Zoom) [逐次通訳]  

https://www.iip.or.jp/seminar/houkoku230124.html 

 

● 地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁 in 那覇」 

地域ブランディングを実践するうえで重要なポイントを御紹介するほか、 

地域ブランド戦略に力を入れている沖縄県の企業等の取組について 

知財戦略の観点を交えて情報発信します。 

1/26(木) 13:00～16:05 沖縄県那覇市 ＆ オンライン(YouTube Live) 

https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/naha/ 

 

● [New] 山口大学 知的財産判例セミナー第 32回 

音楽教室における演奏行為に著作権が及ぶか否かをめぐり、音楽教室と 

JASRAC との間で争われた訴訟について、最高裁判決の内容を紹介し 

本件訴訟に特有の構造を踏まえて検討します。 

1/24(火) 16:10～17:40 オンライン 

http://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?p=6561 

 

● [New] 中国・東南アジア進出に向けた知的財産戦略の勘所 

中小企業が中国・東南アジアに進出する際に、特許や商標の保護・活用に 
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関して気を付けておくべきポイントについて、基礎知識に関する講義と、 

事例紹介をとおして理解を深めていただく、知的財産セミナーです。 

1/30(月) 13:30～16:30 オンライン（Zoom） 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/public-sector/lg/jp-lg-

intellectual-property-utilization-spread-awareness-seminar-9.pdf 

 

● 日本弁理士会関西会 令和４年度中小企業向け知財支援セミナー 

 ～事業を守るために知っておくべき技術保護～ 

開発された技術の保護や活用のあり方が多様化し、権利の紛争が頻発して 

きています。中小企業が知財活用を行うに当たって、技術を守るために 

やっておくべきこと、特許権の行使の仕方と守り方、を解説します。 

2/9(木) 13:00～16:15 オンライン（Zoom） 

https://www.kjpaa.jp/seminar/56366.html 

 

● [New] INPIT（初級）特許情報活用研修（先行調査を覗いてみよう!） 

出願から特許取得・活用に至るまでの効果的な特許調査手法や、審査基準に 

基づいた特許性判断について、講義、演習やグループディスカッションを 

通じて学習します。個別相談の「お悩み相談室」もあります。 

受講料：32,300円 ※中小企業及び学校関係者の方は免除規程あり 

2/14(火)～16(木) 3日間 オンライン（Zoom） 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/venture/kensaku/index.html 

 

● [New] JOGMEC 新技術・成果普及セミナー 

独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)では、知財活動の 

促進および保有する技術をより広くご紹介するセミナーを開催します。 

2/22(水) 13:30～16:25 オンライン（Webex） 

https://www.jogmec.go.jp/news/event/event_k_10_00068.html 

 

-------【東京】------- 

● [New] 特許情報調査セミナー 【商標検索編】 

J-PlatPatを用いて、日本の商標を調査する方法を解説します。 

・商標の基礎知識や商標の類否の考え方について 

・指定商品・役務、区分（分類）、類似群コードについて、他 

主催：東京都中小企業振興公社 対象：都内中小企業、都内個人事業主 

1/27(金) 14:00～16:30 オンライン（Zoom） 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2022/230127ipdl.html 
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆◆ 最新トピックス（報道発表） 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

● 地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁 in 日立」を開催します！ 

https://www.meti.go.jp/press/2022/01/20230113004/20230113004.html 

 

 

★★次回のメールマガジンは 1月 30日(月)に配信予定です！ 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

特許庁広報室からのお知らせ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆アンケート：今号メールマガジンの感想をぜひお聞かせください。 

ご希望の方には広報誌「とっきょ」の最新号冊子を郵送いたします。 

https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/magazine-enq 

 

◆広報誌「とっきょ」最新 55号公開中！  

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/index.html 

 

◆特許庁の最新情報をチェック！ 

・特許庁 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 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆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。 
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“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。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 


