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【１】～経営全体をデザインして競争力を高める～ 

 2020 年度版「デザイン経営」セミナー＆ワークショップ（中国経済産業局） 

【２】～山口県の皆さまへ～ 

「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） 

（再掲） 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■ 

【３】～会社のヒミツを守るには～ 

「テレワーク実施における企業秘密管理」セミナーのご案内（INPIT 広島） 

【４】～経営に知財を取り入れた知財経営を担う人材育成の初級講座です！～ 

「第 2 回 初級知財人財育成講座」の受講生募集（ひろしま産業振興機構） 

【５】～知財経営に最適なデザインツールをご紹介～ 

「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） 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

【６】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「最近の出来事で考えたこと」 

   日本弁理士会中国会 弁理士 木村 正彦 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【７】～特許情報の活用が新製品開発へのヒントに！～ 

    今回のピックアップ動画はテンパール工業株式会社 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

【８】J-PlatPat メンテナンス実施のお知らせ（INPIT） 
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２．内 容 
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【１】2020 年度版「デザイン経営」セミナー＆ワークショップ（中国経済産業局） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

中国経済産業局では、このたび企業経営やブランディング戦略を考える上でも重 

要な手法の一つである「デザイン経営」にかかるセミナー及びワークショップを 

開催します。 

「デザイン経営」は、製造業やサービス業など全業種の競争力強化に有効とされ 

る経営手法です。 

ブランド・商品・サービスに対して人がイメージする色やカタチ、コトバなど 

「狭義のデザイン」だけではなく、ビジネスの仕組みや組織の在り方まで含めた、 

経営全体をデザインする「広義のデザイン」に対する考え方を身につけられる機 

会をご提供します。 

どなたでもご参加いただけるよう、初めての方にも簡単に取り組める内容としま 

した。皆様のご参加をお待ちしております。 



 

〇日時： 

・セミナー       11/9 （月）15:00～18:00 （定員 100 名） 

・ワークショップ 12/18（金）13:00～15:30  （定員 20 名） 

（事前説明会を 11/24（火）に開催します。） 

※セミナーのみ、ワークショップのみの参加も可能です。 

〇開催方法：WEB 開催（Teams） 

〇参加費：無料 

 

▽お申込み方法、及び詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/event/ryutsu/201016.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「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）（再掲） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

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 

  上記の内容をお申込先（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 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】「テレワーク実施における企業秘密管理」セミナーのご案内（INPIT 広島） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない中、感染防止対策として、多くの企 

業が在宅勤務の実施に踏み切らざるを得ず、仕事や働き方に対する変化を余儀な 

くされています。 

本セミナーでは、INPIT の小原荘平氏を講師にお迎えし、急速に拡大している在宅 

勤務（テレワーク）を実施する際の「注意すべき事項」についてご説明いただきま 

す。ぜひこの機会にご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

日時：10/30（金）14:00～15:30 

開催方法：オンライン(Zoom ウェビナーによるライブ配信） 

定員：30 名（定員になり次第締め切らせていただきます） 

参加費：無料 

講師：小原 荘平 氏（INPIT 営業秘密 110 番 知的財産戦略アドバイザー） 

 

▽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/hiroshima/news/1030.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】「第 2 回 初級知財人財育成講座」の受講生募集（ひろしま産業振興機構） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

現代社会においては、良いものを作っても売れない時代が到来し、企業経営の中 

に知財を取り入れた知財経営を行う事が重要になってきています。 

但し、知財経営と言ってもよくわからないと考えられる経営者や従業員の方が多 

いのも事実です。 

そこで、この度、企業の中にある程度の知財がわかる人財を育成して頂く事をね 

らいとして、4 講座を 1 シリーズとして人材育成講座を開催させて頂く事にしまし 

た。 

 

開催概要： 

  11/ 4(水)13:30～14:30 (1)経営/知財戦略講座 

  11/11(水)13:30～14:30 (2)契約講座 

  11/18(水)13:30～14:30 (3)知的財産権基礎講座 

  11/25(水)13:30～14:30 (4)知財活用講座 

講座形態：ZOOM によるオンライン講座 

        （各自 PC もしくはタブレットをご準備ください。できる限りカメラも要） 

参加費：無料 

対象者：広島県内の知財人財を育成したい企業の経営者/従業員、知財経営とは 

    何かを知りたい企業の経営者/従業員、経営の変革を考えている企業の 



    経営者/従業員  

       （初級講座ですので、知財について良くわからない方、大歓迎です。） 

募集期間：10/8（木）～10/30（金） 

 

▽お申込み、及び詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.hiwave.or.jp/event/24111/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】「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 

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

【６】【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。） 

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

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「最近の出来事で考えたこと」          ┃ 



■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 木村 正彦        ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 ２０２０年の年初から始まったコロナウィルスの感染拡大は、私の周りにも色々な 

影響を与えています。ただ、知的財産権という分野においては、医薬品やワクチン 

等の直接的にこの感染を収束させる分野はもちろんですが、「三密を避ける」等の 

新たな生活様式が可能となる装置や方法等が考えられているように感じています。 

もちろん、これらの中には、従来からの技術を応用する程度のものもあるでしょう 

が、コロナ拡大に伴う実体験から創造された新たな視点からの装置や方法について 

は、特許出願が可能なものもあると思われます。 

 コロナウィルスの感染拡大については、人類にとって不幸な出来事ですが、新た 

な発明が生まれるチャンスである様にも感じています。 

 ところで１０月から、ビール風味飲料（第三のビール等）の税金が上がりました。 

これは、ビールと、ビールと同じ様なビール風味飲料の税率を今後統一していくた 

めのものだそうです。 

 ビール風味飲料については、酒税法上のビールの定義に該当しない発泡酒などで 

あれば、発泡酒やその他の安い税率が適用できるため、近年大手ビール製造会社が、 

様々なタイプのビール風味飲料を製造販売し、ビールに代わる飲料として人気があ 

ります。 

 コロナで家飲みが増えたためにこの話題を出す訳ではありませんが、そもそもビ 

ールの税率が高いこと自体について酒好きの私は不満です。しかし、ビールの税率 

が高いことが引き金になり、ビール風味飲料の分野で、新たな飲料が創作されたこ 

とは意味があると思います。特に、単に安いだけでなく、ビールの原材料や製法の 

基準に入らないようにするため、新たな原材料や製造方法を創作し、健康を気にし 

なくてはならなくなった私にとっては、「糖質ゼロ」「プリン体ゼロ」や「低カロ 

リー」等の健康に良さそうな謳い文句を表示したビール風味飲料には食指が動きま 

す。 

 このように、税率を逆手にとって新たな商品が開発されることは、私の仕事分野 

である知的財産権からは興味が沸いてきます。実際、「特許情報プラットフォーム」 

で「発明の名称」を「ビール風味」として検索すると、数十件ヒットしました。ビ 

ールの税率が高いことは、酒飲みにとっては不幸であったかもしれませんが、健康 

に良いという付加価値を付けたビール風味飲料が創作され市場ができたことは、幸 

いではなかったかと思っています。 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【７】～特許情報の活用が新製品開発へのヒントに！～ 

    今回のピックアップ企業は、テンパール工業株式会社 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

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、知財を有効に活用した事例を紹介する『もうけの羅針盤』から、 

テンパール工業株式会社の事例をご紹介します。 

 



すべての特許出願は、出願日から１年６ヶ月後に一般公開されます。同社は、 

公開された特許情報を分析し、それを新製品開発へと繋げています。 

知財情報を活用すると見えてくるものとは？！ ぜひご覧ください！ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/93/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【８】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 

10/23（金）20:00 ～ 10/26（月）07:00 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

 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 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 


