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１．目 次 
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【１】～知的財産侵害事件に対する台湾での刑事対応を聞く～         

   特許庁委託事業「台湾知財セミナー 

   ～台湾における知的財産侵害事件の取締り～」（東京・大阪） 

   開催のお知らせ（日本台湾交流協会） 

【２】～内外機関の知財ＤＢを利用してますか～ 

   「第 6 回日中韓人材育成機関連携セミナー 

    『内外知財データベース紹介』」（大阪） 

   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

【３】～公的機関の知財担当者向けに今回は、著作権、不正競争、産学官連携～ 

   「平成 29 年度 知的財産権研修［初級］（第 3 回）」（東京） 

   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

【４】■再掲情報■    

------------------------------------------------------------------------ 

２．内 容 

------------------------------------------------------------------------ 

【１】特許庁委託事業「台湾知財セミナー 

   ～台湾における知的財産侵害事件の取締り～」（東京・大阪） 

   開催のお知らせ（日本台湾交流協会） 

------------------------------------------------------------------------ 

 台湾では、知的財産侵害事件の捜査・取締り・差押え等を専門に扱う警察部門 

として、２００２年に刑事警察大隊（旧保護智慧財産大隊）を創設し、知的財産 

の保護の強化を図ってきました。一方、近年の知的財産侵害は、国際化が進むと 

ともに、インターネットやＳＮＳを用いた新たな態様で模倣品が流通する等、そ 

の専門化、複雑化が進んでいます。  

 今般、（公財）日本台湾交流協会では、同大隊の大隊長を招聘し、最近の知的 

財産侵害の状況と対策、刑事警察大隊の新たな取り組み、権利者の効果的な協力 

のあり方等、台湾で知的財産活動を行う上で役立つ情報をご紹介します。 

この機会に皆様方のご参加をお待ちしております。 

◆東京会場（定員 90 名） 

【日 時】平成 29 年 9 月 5 日(火) 13:30～16:30（受付開始 13:00） 

【会 場】ベルサール六本木コンファレンスセンターRoomB 

     （東京都港区六本木 3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー9 階） 

◆大阪会場（定員 50 名） 

【日 時】平成 29 年 9 月 7 日(木) 13:30～16:30（受付開始 13:00） 

【会 場】ハービスＥＮＴ貸会議室１ 

     （大阪市北区梅田 2-2-22 オフィスタワー9 階） 

 



【プログラム】（東京・大阪共通） 

13:30～13:35《開会挨拶》 

（公財）日本台湾交流協会 貿易経済部長 江藤 俊浩（予定） 

13:35～16:05《講演》※中国語及び逐次通訳 

(1)「新しい知的財産侵害事件の態様とその取締り（仮）」 

   ［講師］李泱輯・内政部警政署保安警察第二総隊刑事警察大隊長 

<休憩時間 10 分> 

(2)「刑事警察大隊の概要と企業との連携（仮）」  

  ［講師］謝宜安・内政部警政署保安警察第二総隊刑事警察大隊第三組長 

16:05～16:30《全体質疑》 

 

【参加費】無料（受付にてお名刺を頂戴いたします。） 

【申込方法】以下のチラシ裏面の FAX 申込用紙にご記入の上、 

      貿易経済部（山崎）宛ご送付ください。[FAX] 03-5573-2601 

https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/15aef977a6d6761f49256de4002084ae/e972bf80624dec664

92581720025a886/$FILE/20170804%E7%9F%A5%E8%B2%A1%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%

81%E3%83%A9%E3%82%B7%20.pdf 

【申込期限】9 月 1 日（金） 

※定員に達した場合は締め切らせていただきますので、予めご了承下さい。 

【お問合せ先】（公財）日本台湾交流協会 

        貿易経済部  山崎 [TEL] 03-5573-2600（内線 32） 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/Top/7C2373F7D8B404014925817200252992?OpenDocument 

------------------------------------------------------------------------ 

【２】「第 6 回日中韓人材育成機関連携セミナー 

    『内外知財データベース紹介』」（大阪） 

   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

------------------------------------------------------------------------ 

 （独）工業所有権情報・研修館（INPIT）では、日本・中国・韓国・世界知的 

所有権機関（WIPO）から専門家をお招きし、一般ユーザ向けに公開された内外の 

知財データベースに関するセミナーを開催いたします。 

 このセミナーでは、我が国の企業・大学等における知財担当者や弁理士等を対 

象に、J-PlatPat, PSS-system, KIPRIS, PATENTSCOPE 等の主催、共催の各機関等 

が提供する知財データベースの利用方法について紹介し、理解を深めていただく 

ことを目的としています。奮ってご参加ください。 

＜主催＞ 

・（独）工業所有権情報・研修館（INPIT） 

・中国知識産権トレーニングセンター 

・韓国国際知識財産研修院 

＜共催＞ 

・日本国特許庁（JPO） 



・WIPO 日本事務所 

 

【日 時】平成 29 年 9 月 13 日（水） 13:00～17:00（予定）（開場 12:00） 

【会 場】グランフロント大阪北館タワーＢ10 階 

    ナレッジキャピタルカンファレンスルームタワーＢ ＲｏｏｍＢ01＋02 

   （大阪市北区大深町 3-1） 

[アクセスマップ] 

http://www.kc-space.jp/accessmap/conference/#jump 

 

【プログラム】13:00-17:00『内外知財データベース紹介』 

～J-PlatPat, PSS-system, KIPRIS,PATENTSCOPE について～ 

http://www.inpit.go.jp/content/100862524.pdf 

【講 師】 

（1）（独）工業所有権情報・研修館（INPIT） 櫻井 健太 氏 

（2）景徳鎮陶磁学院 Yan Chungen 氏 

（3）韓国特許情報院 Gi Yong Ryu 氏 

（4）WIPO 日本事務所 野田 洋平 氏 

【内 容】 

 主催、共催の各機関等が提供する知財データベースの利用方法の紹介 

（1）J-PlatPat 

（2）PSS-system 

（3）KIPRIS 

（4）PATENTSCOPE 

【言語】日中韓同時通訳 

【講演資料】日本語（外国講師分は翻訳資料） 

 

【参加費】無料（事前申込制） 

【定 員】150 名（定員になり次第締め切らせていただきます）  

【申込方法】以下のウェブサイトからお申し込みください。 

https://form.inpit.go.jp/webapp/form/15281_tpw_428/index.do 

【お問合せ先】（独）工業所有権情報・研修館（INPIT） 

       知財人材部 担当：間宮、早川 

        [TEL] 03-3581-1101（内線 3907） 

 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/29jointseminar.html 

------------------------------------------------------------------------ 

【３】「平成 29 年度 知的財産権研修［初級］（第 3 回）」（東京） 

   開催のお知らせ（ＩＮＰＩＴ） 

------------------------------------------------------------------------ 

 （独）工業所有権情報・研修館（INPIT）が、政府関係機関等が所管する研究機 

関等（独立行政法人、公設試、公益法人）において知的財産に関する業務を担当 



する職員を対象に、知的財産関連人材育成事業としておこなうものです。 

 業務遂行に必要な知識を習得することにより、知的財産権制度の理解を深め、 

同制度の円滑な運用に資することを目的とします。本研修の講義内容は、初級レ 

ベルであり、知財担当に着任直後の方等に適しています。  

 

【期 間】平成 29 年 10 月 17 日（火）～10 月 19 日（木）（3 日間） 

【会 場】（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）研修教室 

        （東京都千代田区霞が関 3-8-1 虎の門三井ビルディング地下 1 階） 

【カリキュラム】以下より別表１を参照ください。 

http://www.inpit.go.jp/content/100862533.pdf 

【申込方法】受講を希望される方は、別表 2（受講申込書）[EXCEL:32KB] に 

     必要事項を記入し､下記申込先まで E メールにてお申し込みください。 

 <申込先> PA9300@inpit.jpo.go.jp 

 <備 考> 他の研修申込と区別するため、メールの標題は 

        【第 3 回知的財産権研修［初級］申込】としてください。       

【申込期限】平成 29 年 9 月 6 日（水）17 時 

【受講料】8,200 円（消費税込み） 

※受講料の事前支払いが必須です。事前に支払えない場合は、受講をお断りさせ 

 ていただく場合がございますので、事務局までお問合せください。 

【定 員】35 名程度 

※研究機関関係者以外の方の募集も受け付けておりますが、受講希望者が定員を 

超える場合には、当館で調整をさせていただきます。 

【お問合せ先】知財人材部 知財関連人材担当 

             [TEL] 03-3581-1101(内線)3907 

▽詳細については、以下のＨＰをご参照ください。▽ 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/gyosei/syo/29chizai_ken_3.html 

------------------------------------------------------------------------ 

【４】■再掲情報■ 

------------------------------------------------------------------------ 

■「岡山知財塾（中級編）」（岡山市） 

 開催のお知らせ（岡山県・岡山県発明協会） 

http://www.optic.or.jp/chizai/info/201707/post-9.html 

☆====================================================================☆  

 本メールサービスの内容等に対するお問合せ、ご意見、ご要望、また本メー 

  ルサービスの配信の希望、中止及び配信先の変更等はこちらへお願いします。 

 中国地域知的財産戦略本部事務局 

 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課 知的財産室 

 住 所：〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６番３０号 

 TEL：（０８２）２２４－５６８０  FAX：（０８２）２２４－５６４５ 

 E-mail: cgk-tokkyo@meti.go.jp 

 ＵＲＬ： http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html 

☆====================================================================☆  


