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「岡山知財塾《初級編》」の受講者を募集します(11 月コース)（岡山県発明協会） 

【３】～WEB 開催です～ 
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【４】～知財経営に最適なデザインツールをご紹介～ 
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【５】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「特許庁の脱ハンコ化」 

   日本弁理士会中国会 弁理士 松本 文彦 
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２．内 容 
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【１】「経営デザインシートを活用した支援｣の対象企業を募集します 

（中国経済産業局） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

中国経済産業局では、令和２年度知財を活用した経営デザイン支援事業の一環と 

して、中小企業診断士と弁理士のペアによる、「経営デザインシートを活用した 

支援」を行います。 

『経営デザインシート※（将来を構想するための思考補助ツール）』を活用して、 

貴社の将来の経営や戦略、解決策を中小企業診断士と弁理士の両専門家と共に検 

討します。専門家の具体的な助言・指導等を通じ、貴社の新たな“価値創造”が 

生まれるよう支援いたします。 

 

実施期間：採択決定日～翌年 1 月末頃 

支援回数：3 回 

参 加 費：無料 

応募資格： 

(1)事業成長のための経営戦略策定や経営革新に意欲があり、“価値創造”のため 



  の『経営デザインシート作成』に関心がある。 

(2)山口県に所在する中堅・ 中小企業やベンチャー企業等の事業者（個人や創業 

  準備中の方は除く）。 

申込期限：10/28（水） 

お申込み： 

・企業名 ・担当者名（部署・役職） ・事業内容 ・従業員数 

・住所/TEL/FAX/E-mail ・参加目的等 

 上記の内容をこちらの申込先（ info2@seiken-hiroshima.co.jp ）までお送り 

 ください。  

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/chizai/201002.html 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■  

イベント情報については、以下の中国地域知的財産戦略本部 HP のイベントカレン 

ダーを随時更新しておりますので、こちらもご活用ください。 

  

▽中国地域知的財産戦略本部 HP イベントカレンダー▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/event/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「岡山知財塾《初級編》」の受講者を募集します(11 月コース) 

（岡山県発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「岡山知財塾（初級編）」は、知的財産の基礎知識や、特許の取得・管理方法、 

企業経営における知財活動の重要性について、事例紹介や質疑応答を交えながら、 

初心者の方にも分かり易く解説する、３日間で１コース完結の少人数制セミナー 

です。知的財産を学ぶ学習ツールとして活用できる動画「もうけの花道」や知的 

財産管理技能検定の過去問題など、実践で役立つ教材も取り入れています。この 

機会にぜひご参加ください。 

 

日 程： 

(1)11/12(木) 第 1 回「知的財産制度概説」 

【講師】特許業務法人せとうち国際特許事務所 弁理士 伊藤俊一郎 氏 

(2)11/19(木) 第 2 回「特許出願から権利化まで」 

【講師】森特許事務所 弁理士 田中秀明 氏 

(3)11/26(木) 第 3 回「特許権の権利範囲と外国出願手続」 

【講師】クレッシェンド特許総合事務所 弁理士 黒住智彦 氏 

 

会 場：テクノサポート岡山 交流サロン(岡山市北区芳賀 5301） 

時 間：各回とも 13:00～16:30 

定 員：15 名(定員になり次第締め切らせていただきます) 

受講料：無 料 

対象者：知財初心者（岡山県内に事業所、営業所のある企業に所属していること） 



 

▽お申込み方法、及び詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/okayama/news/post_21.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】「中国における専利・商標模倣品対策セミナー」のご案内（ジェトロ） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

近年、中国では知的財産権に係る法・環境整備が推進され、一定の効果を上げて 

いるところですが、日本企業にとって、模倣品対策は依然として重要な課題です。 

 

本セミナーでは、日本企業において法務または知的財産を担当している方を主な 

対象として、EC サイト上での対策をはじめ、専利権（特許、実用新案、意匠を含 

む）侵害品の行政摘発、税関による水際対策の状況など、中国の模倣品対策につ 

いて、広くご紹介します。 

 

日 時：10/30（金）15：00～16：30（14：30～ Zoom 接続可能） 

場 所：WEB セミナー （ライブ配信） （使用アプリ：Zoom） 

参加費：無料 

定 員：400 名（先着順）※定員に達した場合のみご連絡します 

申込締切：10/23（金） 

 

▽お申込み方法、及び詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jetro.go.jp/events/iia/1fe7ca4d67973422.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】「経営デザインシート活用セミナー」のご案内（中国経済産業局）（再掲） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

経営戦略と知的財産戦略。両者は切り離して考えられないものですが、しばしば 

全く別のものと誤解されます。長期的な視点で経営のあり方を考えたとき、保有 

している（または保有していくべき）知的財産がどのような役割を担っているか、 

また担うべきか・・・。そのような、知的財産を経営資源の一部として捉え、今 

後のあり方を検討するのに役立つ思考補助・デザインツール「経営デザインシー 

ト」の活用方法や活用事例をご紹介するセミナーです。 

 

プログラム： 

第１部 「経営デザインシート」とは？ 

講師 西川 悟史 氏（内閣府知的財産戦略推進事務局） 

第２部  経営デザインシートを活用した支援事例 

講師 太田 記生 氏（中小企業診断士、IT プラン株式会社代表取締役） 

 

日 時：10/24（土）14:00～16:00（受付 13:30～） 

場 所：山口県商工会館 大会議室  

      （山口市中央四丁目 5 番 16 号） 

対 象：中小企業診断士・弁理士等の士業、金融機関・商工団体・官公庁関係者等  



定 員：40 名 

参加費：無料 

 

▽詳細及び申込書はこちらです▽ 

http://www.seiken-hiroshima.co.jp/seminar2020.10.24.pdf 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【５】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

企業や個人の皆様が「知的財産」に対する興味・関心を持つとともに、知識を深 

めるきっかけにしていただくことを目的に、「知的財産」に関するコラムの連載 

をしています。最前線でご活躍される弁理士の方々によるホットな情報をお届け 

していますので、お楽しみください。 

（日本弁理士会 中国会にご協力いただき、月 2 回程度配信予定です。） 

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「特許庁の脱ハンコ化」             ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 松本 文彦       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

特許庁の電子化の開始はとても早かったらしく、1990 年に特許の電子出願の受付 

が始まりました。特許事務所や知財部がある会社からの出願はオンラインで行わ 

れることがほとんどなので、現在出願の約 9 割はオンラインで行われているそう 

です。しかし、委任状や特許権等の権利の移転に関しては押印が求められるため、 

今も紙で手続が行われています。このコロナ禍では在宅勤務を行っている会社も 

あるようですが、押印を行うためだけに出勤しなければいけないという話もよく 

聞きます。 

ここで皆さんもご存知の通り、先日河野太郎氏が行政改革・規制改革相となって 

脱ハンコ宣言を行いました。そうは言ってもなかなか進まないだろうと私は思っ 

ていましたが、その動きはとても早く、今月 2 日、特許庁は 800 種類ある特許や 

商標に関する手続きを全てオンラインで行えるようにすると発表したそうです。 

現在、特許出願等の主要な手続き 300 種類は既に電子化済みだそうですが、残り 

の 500 種類も全てインターネットで完結できるようになるそうです。 

特許権の移転等の手続に今まで印鑑が求められていたのは、財産権を移転すると 

いう重大な手続を慎重に行うという趣旨でしたが、電子証明によってどのように 

解決するのか、見守りたいと思います。もし電子化できれば、押印書類を郵送し 

てもらったり、簡易書留を出すために郵便局へ行く手間も無くなるので大助かり 

です。 

期待して待ちたいと思います。 

 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【６】～知財をアニメで学べます～ 



    今回のピックアップ動画は「商標登録していなかった落とし穴」 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

知財を楽しく学べる Web サイト「もうけの花道」から、おススメの動画情報を 

お届けするコーナー「もうけの花道をいく」！ 

 

今回は、知らなきゃ損する知財の盲点をアニメで学べる「もうけの落とし穴」 

のコーナーから、「商標登録していなかった落とし穴」を紹介します。 

 

一番身近な知的財産として商標を挙げる人は多いのではないでしょうか。社名や 

商品名など自社のブランド（信頼）を表現するものとして商標は存在します。 

言い換えれば、身近だからこそ、うっかりしていると痛い目にあってしまうのが 

商標です。企業活動に密接な商標制度について理解を深めましょう！ 

 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/94/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【７】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

以下の期間はメンテナンス等のため、サービスを停止させて頂きます。 

 

・OPD 照会の全サービスを停止 

 10/10（土）08:00 ～ 10/11（日）16:00 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

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

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 


