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【１】～デザイン経営を自社に活かすための冊子です～ 

「中小企業のためのデザイン経営ハンドブック」を発行しました（特許庁） 
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【２】～4 月 26 日は世界知的所有権の日（World IP Day）です～ 

「世界知的所有権の日 記念オンラインイベント」開催のお知らせ（WIPO） 

【３】～経営判断に知財情報を活用しませんか？～ 

「IP ランドスケープに関するウェビナー（無料）」を公開します（特許庁） 

【４】～広島で知財セミナーです～ 

「ひろしま知財塾（初級編・夏コース）」開催のお知らせ（広島県発明協会） 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

【５】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「ゴルフクラブ」 

   日本弁理士会中国会 弁理士 信末 孝之 

【６】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 
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２．内 容 
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【１】「中小企業のためのデザイン経営ハンドブック」を発行しました（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「中小企業のためのデザイン経営ハンドブック」は、中小企業がデザイン経営を 

自社に活かすための冊子です。 

 

多くの中小企業が、デザイン経営を自社に活かすためには、どうすればいいか。 

提案するのは、自社にあった「入り口」から実践してみること。すべての会社が 

同じセオリーに従っても、なかなか効果は出ない。 

悩みを抱える企業が自分たちに合ったやり方を実践するための、９つの「入り口」 

を紹介しています。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/chusho.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】「世界知的所有権の日 記念オンラインイベント」開催のお知らせ（WIPO） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

4 月 26 日は、世界知的所有権機関（WIPO）を設立する条約が発効した日に由来して、 

「世界知的所有権の日」に指定されています。 

知的財産が日常で果たす役割についての理解を深め、発明者や芸術家の社会の発展 

への貢献を記念するこの日に合わせて、毎年、世界中で様々な記念行事が開催され 

ます。昨今、ニューノーマルと言われる環境下で、イノベーションを加速させる新 

たなアイデアや市場の創出がより一層求められています。 

 

WIPO 日本事務所では、2021 年のテーマ「知的財産（IP）と中小企業：あなたのアイ 

デアで新しい事業を」の下、各界でご活躍されている方々からのご講演、パネル 

ディスカッション等からなる記念イベントをオンライン形式（無料）で開催いた 

します。 

 

・日時：4/26（月）10:00 開始（終了は 17:00 頃を予定） 

・プログラム内容： 

○午前の部 10:00 開始 

・来賓挨拶   

  糟谷 敏秀氏（特許庁 長官） 

・基調講演   

  柵山 正樹氏（三菱電機株式会社 取締役会長） 

  新浪 剛史氏（サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長） 

  久保 雅一氏（株式会社小学館 取締役／株式会社小学館集英社プロダクション  

               常務取締役） 

  伊佐山 元氏（WiL, LLC 共同創業者 兼 CEO） 

 

○午後の部 13:30 開始  

・パネルディスカッション(1)「中小企業と知財、起業に向けた課題」 

パネリスト 

  有定 裕晶氏（株式会社メルカリ 知的財産チーム） 

  扇谷 高男氏（公益社団法人発明協会 常務理事 兼 一般社団法人発明推進協会 

               研究所長） 

  大山 栄成氏（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

              シリコンバレー事務所 次長） 

  久貝 卓氏 （日本商工会議所 常務理事） 

  杉村 純子氏（日本弁理士会 会長／弁理士） 

  孫 小軍氏 （BionicM 株式会社 代表取締役 CEO 情報理工学博士） 

モデレーター 澤井 智毅氏 （WIPO 日本事務所 所長） 

 

・全日本学生児童発明くふう展 WIPO 賞受賞者へのインタビュー（柴崎湧人さん） 

・知的財産を学び、その普及に熱心に取り組む高校生へのインタビュー 

  （東京都立千早高等学校） 



 

・パネルディスカッション(2)「知財戦略とイノベーション、知財を武器に市場を 

  切り拓く」 

パネリスト 

  ガニング 麗奈氏（株式会社 Lily MedTech 知的財産部 部長） 

  久慈 直登氏（一般社団法人日本知的財産協会 専務理事／一般社団法人日本 

               知財学会 理事副会長） 

  高倉 成男氏（明治大学専門職大学院 法務研究科長） 

  長澤 健一氏（キヤノン株式会社 専務執行役員 知的財産法務本部長） 

  西口 尚宏氏（一般社団法人 Japan Innovation Network 代表理事／国連開発計 

               画（UNDP）イノベーション担当上級顧問 など） 

モデレーター 澤井 智毅氏 （WIPO 日本事務所 所長） 

 

特設ウェブサイトにおいて、上記プログラムを配信いたします（参加無料）。 

▽特設ウェブサイト▽ 

https://www.wipd426-japan.jp 

現在は、案内ポスター及び登壇者プロフィールを御確認いただけます。情報は 

随時更新予定です。 

なお、視聴には参加登録が必要です。以下の HP から事前に登録をお願いいたし 

ます。 

みなさまの御参加を心よりお待ちしております。 

 

▽参加登録及び詳細は、以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.wipo.int/meetings/ja/2021/wjo_ipday.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】「IP ランドスケープに関するウェビナー（無料）」を公開します（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日本企業を取り巻く競争環境が厳しさを増す中、経営層は、迅速・的確に経営判 

断を行う必要があります。 

迅速・的確な経営判断には、客観的な裏付けが必要であり、公開情報たる知財情 

報は経営判断に有益な情報の一つであることから、経営判断に資する知財情報の 

活用（IP ランドスケープ）が注目されています。 

 

そこで、特許庁では、IP ランドスケープを活用した経営の普及・定着に貢献する 

ことを目的として、IP ランドスケープに関するウェビナー「IP ランドスケープの 

活用に向けて」（無料）を 4 月 12 日から期間限定で公開することとしました。 

 

【公開概要】 

・日時：4/12（月）10:00 ～ 4/30（金）16:00 

・開催形式：ウェビナー（YouTube 配信） 

・主催：特許庁 

・対象：経営者、事業責任者、IP ランドスケープの担当者及び関心がある方等 



・費用：無料 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/ipl_webinar_202104.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】「ひろしま知財塾（初級編・夏コース）」開催のお知らせ（広島県発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

『ひろしま知財塾』は、少人数ゼミ形式で進行し、受講者・講師がキャッチボー 

ル形式で問題に取り組む知財セミナーです。 

初級編では、知財初心者を対象に、企業での知財活動の意味をご理解して頂くと 

共に、優れた知財担当者等になって頂くため、重要なポイントに絞った内容を 

学んで頂きます。ぜひ、４回続けての受講をお薦めします。特に、第１回は、 

知財を学ぶ上で「基礎」となる考え方を学んで頂きますので、ぜひご参加くだ 

さい。 

※新型コロナウィルス感染予防対策を講じた上で、対面によるセミナーを開催 

予定ですが、状況によってはオンラインに変更になる場合がございます。 

 

内容・日時：第 1 回 企業と知財 6/9 （水） 13：30～17:00 

            第 2 回 特許    7/7 （水） 13：30～17:00 

            第 3 回 意匠    8/11（水） 13：30～17:00 

            第 4 回 商標    9/8 （水） 13：30～17:00 

場   所：発明会館 ４階 研修室（広島市中区千田町 3-13-11） 

対 象 者：知財初心者（技術者、新入社員、知財兼任者等） 

募集人数：各回 10 名程度 

受 講 料：会員  5,000 円/１回 （税込 5,500 円） 

          一般 10,000 円/１回 （税込 11,000 円） 

講    師：特許業務法人 前田特許事務所  弁理士 大石 憲一 氏 

申し込み方法：以下の HP をご確認ください。 

 

▽お申込み及び詳細は、以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji16263.html 

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

【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。） 

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

 



■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「ゴルフクラブ」                ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 信末 孝之         ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 ４日間の激闘の末、松山英樹選手が今年のマスターズ・ゴルフトーナメントを 

制しました。日本男子悲願の海外メジャー初優勝、またアジア人として初めての 

マスターズ優勝であり感激もひとしおです！おめでとうございます！ 

 さて、ゴルフの分野でも数多くの特許が出願されています。クラブ、ボールな 

どのゴルフ用具や練習器具、また飛距離やボールの回転数などを計測する装置も 

あります。ところで、ゴルフクラブに関していえば、特に飛距離とスピン性能が 

重要であり、各ゴルフ用品メーカーでは、より優れた商品を毎年のように市場に 

提供しています。 

 しかしながら、他のスポーツと同様にゴルフにもルールがあります。世界共通 

のゴルフ規則は、スコットランドに本拠地を置くＲ＆Ａとニュージャージー州に 

本拠地を置くＵＳＧＡにより制定されており、使用できる道具も細かく定められ 

ています。例えば、飛距離性能に大きな影響を与えるクラブフェースの反発係数 

（ＣＯＲ）は、０．８３０までと定められています。また、スピン性能に大きな 

影響を与えるクラブフェースの溝は、幅、深さ、形状等に制限があります。各ゴ 

ルフ用品メーカーは、ゴルフ規則に適合させながら、ヘッド形状や重量配分等の 

様々な工夫を凝らした商品開発を行い特許も出願しています。 

 一方で、高反発ドライバーとして反発係数を制限値以上としたいわゆるルール 

適合外クラブも数多く販売されています。ルール適合外とはいっても公式競技で 

の使用が認められないだけであって、仲間内のプライベートのゴルフでは問題な 

く使用できます。いずれはお世話になるかもしれませんが、まだまだルール適合 

内でいきたいところです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】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、特許・実用新案の検索機能を停止させて 

頂きます。 

5/14(金) 21:00 ～ 5/17(月) 9:00 

また、停止予定日時は変更になることもありますのでご注意願います。 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

 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。 
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