Zoomによる
オンラインセミナー

パテントセミナー
Patentinar
２０２1 Sem

参加費

無料

定 員

各回500 名

事前申込制
（先着順）

日本弁理士会関西会は、知的創造活動の普及と促進の一環として、一般

の方々に広く知的財産権を理解していただけるよう、弁理士等の専門家が

はっぴょん ⓒ
日本弁理士会
公式マスコットキャラクター

わかりやすく説明する、知的財産権等に関するセミナーを開催します。

1 月22 日（土） 10：00〜11：40
特許・実用新案入門

令和4年

第1 回

弁理士

宮本 亮史

1 月22 日（土） 14：00〜15：40
意匠・商標入門 〜100分でわかる意匠・商標の基礎〜

弁理士

1 月29 日（土） 10：00〜11：40
中小企業におけるブランド戦略

弁理士

第7 回

齊藤 整

1 月29 日（土） 14：00〜15：40
特許権譲渡における価値評価

第8 回

― 知財デューデリジェンスを通してみる特許権の価値 ―
弁理士・米国弁護士（カリフォルニア州） 齊藤 尚男

申込方法
日本弁理士会関西会ホームページ または、2 次元バーコードより
お申込みください。

令和4年

（各回 定員５００名）

申込は各回ごとにお申込みください。

●日本弁理士会関西会ホームページ：http://www.kjpaa.jp/
お問合せ先
日本弁理士会関西会 パテントセミナー申込係

06‑6446‑1201

ＴＥＬ
：

※上記TEL番号はパテントセミナー専用です。

主

催：日本弁理士会関西会

後

援：経済産業省 近畿経済産業局
独立行政法人工業所有権情報・研修館 近畿統括本部
中小機構近畿本部

2 月5 日（土）

これだけは押さえておきたい！
弁理士・弁護士 森本 純

柴田 純一郎

14：00〜15：40

知的財産訴訟の いま

2 月12 日（土） 10：00〜11：40
アジア地域における出願戦略
令和4年
弁理士

令和4年

第4 回

第6 回

五郎丸 正巳

令和4年

第3 回

2 月5 日（土） 10：00〜11：40
著作権とライセンスの実務
令和4年

弁理士・米国弁護士（カリフォルニア州）

令和4年

第2 回

第5 回

原 慶多

2 月12 日（土） 14：00〜15：40
意匠権による建築物、インテリア、
画像の効果的な権利化
令和4年

大阪工業大学大学院

教授

山田 繁和

パテントセミナー（Zoomによるオンラインセミナー）
第1 回

1 月22 日（土） 10：00〜11：40
特許・実用新案入門

令和4年
弁理士

第2 回

1 月22 日（土） 14：00〜15：40
意匠・商標入門 〜100分でわかる意匠・商標の基礎〜
五郎丸 正巳

1 月29 日（土） 10：00〜11：40
中小企業におけるブランド戦略
齊藤 整

1 月29 日（土） 14：00〜15：40
特許権譲渡における価値評価

令和4年

― 知財デューデリジェンスを通してみる特許権の価値 ―
弁理士・米国弁護士（カリフォルニア州） 齊藤 尚男

第5 回

2 月5 日（土） 10：00〜11：40
著作権とライセンスの実務

第6 回

令和4年

2 月5 日（土）

これだけは押さえておきたい！ 知的財産訴訟の
弁理士・弁護士

第7 回

において活かしていくための利活用の場面を、ライセンス実務を取り上げて
解説します。著作物の利用許諾を行い又は得るための契約内容として、立場
の違い上、どのような点に配慮する必要があるのかを検討します。

柴田 純一郎

14：00〜15：40

森本 純

特許権の価値を実務上、どのように判断するか。特許権を譲渡して
キャッシュ化することが一般的になりつつあります。本セミナーでは、知
財デューデリジェンスや権利評価に関する実務を概観します。

本セミナーでは、著作権の基本構造を概説しつつ、著作物をビジネスシーン

令和4年

弁理士・米国弁護士（カリフォルニア州）

意匠および商標の入門セミナーです。意匠および商標の基礎を概説
すると共に、効果的な権利の取り方および権利化の必要性について、事
例を絡めて説明します。

商標を登録することがブランディングの全てではありません。ブラ
ンドとは何か、ブランド戦略とは何か、技術ブランドや知財ミックスとは
何か。ブランドマネージャーでもある商標弁理士が、中小企業における
ブランド戦略について分かりやすく解説します。

令和4年
弁理士

第4 回

宮本 亮史

令和4年
弁理士

第3 回

初学者の方々に対して、“特許とは？” “実用新案とは？”からスタート
し、近時の出願傾向等含め、企業が特許権や実用新案権を取得する意義
というところまで、できるだけ簡単な言葉を使って解説します。

いま

知的財産訴訟は、新しい論点が生まれたり、議論が深まったりと、日々
進化していて、常にキャッチアップしておくことが大切です。本講義で
は、そのようなニーズに応え、最新の知的財産訴訟について、ポイントを
わかりやすく解説します。

パテントセミナー（Zoomによるオンラインセミナー）
コロナ禍で移動等が制限されたこともあり、企業の外国出願戦略にも
2 月12 日（土） 10：00〜11：40
アジア地域における出願戦略
令和4年
弁理士

原 慶多

影響が及んでいます。そのような状況において、アジア地域に重点を置
く出願が増える傾向にあります。アジア各国の知財制度をご紹介し、国
ごとに、出願手続及び留意点等について解説します。

テーマ・内 容

開催日時

講

師

2 月12 日（土） 14：00〜15：40
令和元年改正意匠法が施行され、建築物、内装の意匠、画像デザイン
弁理士
特許・実用新案入門
第1回
が登録されています。本セミナーでは、改正意匠法の内容を概説すると
意匠権による建築物、
インテリア、
ともに、建築物、内装の意匠、
画像の意匠権の使い方、
実施の面から、
効
これまで特許・実用新案に関わったことのない人が初めて関わることになったとき、
どのようにすればよいか
八木
敏安
画像の効果的な権利化
2/6
（土）
果的な権利化について解説します。
という観点から、初心者の方に向けた基本的事項を分かりやすくお話しします。

第8 回

令和4年

大阪工業大学大学院

10：00〜11：40

申込方法

対

教授

山田 繁和

象：どなたでもご参加可能です。

特許専門におくる意匠の実務的利用方法

第2回 申込方法：日本弁理士会関西会ホームページよりお申込みください。
特許出願を多く行っているが、意匠も活用したいという企業が増えています。そこで、特許の対象となるよう
な技術をどのように意匠権でカバーできるかについて解説させていただきたいと思います。
特に、
意匠の基
講座
（回次）
ごとにお申込みください。
（各回定員５００名・
先着順）
2/6（土）
礎的事項の解説、特許に比べた意匠の優位性、部分意匠や関連意匠という意匠特有の制度、特許出願から意

：無料
匠出願への出願変更、
改正意匠法の利用方法など、
どのように技術的思想をカバーする際に使うのが有益な
14：00〜15：40参 加 費

日本弁理士会関西会
ホームページ
弁理士

松井

宏記

のか、特許と意匠をミックスした新しい保護方法について解説致します。

日本弁理士会関西会ホームページ

http://www.kjpaa.jp/

ＡＩ
・
ＩｏＴビジネスの法律実務と知財
第3回
・本セミナーの録画、録音等は禁止します。
弁護士・弁理士
本セミナーでは、経済産業省が公表した
「ＡＩ
・データの利用に関する契約ガイドライン」の内容をさらに一歩
・本セミナーの参加には、受講者の責任において、参加に必要なコンピュータ、利用環境、通信機器、通信回線その他設備を保持し、設定お
進めてＡＩビジネス、
Ｉ
ｏＴビジネスにおける実務上の留意点を具体的な事例を通じて解説させて頂きます。特
2/13（土）
内田
誠
よび管理するものとします。

注意事項

に、本セミナーでは知的財産関係を中心に解説を行うことを予定しており、知的財産権の帰属及び利用条件

・本セミナーは、
Zoomウェビナーを利用してインターネットで配信するため、
ご利用されるデバイス、
インターネットの通信状況等により、
10：00〜11
：40
に関する契約上の留意点や、最近のＡＩ発明の出願傾向についてもご紹介させて頂きたいと思います。

参加できない場合があります。その場合、主催者は責任を負いません。
・本セミナーの動画や音声等すべての知的財産権は講演者とその所属先及び当会に帰属します。
・私的利用など一定の範囲以外の目的で著作権者の許諾を得ずに複製、公衆送信等を行うことは著作権法などの法律により著作権侵害や
著作隣接権侵害などの違法行為となります。
弁理士
近年、
イノベーションを取り巻く状況は大きく変化するなか、
従来の自前主義に代わり、企業（産）、大学（学）、
・本セミナーで利用するウェブサービス
（Zoomサービス等）
の規約に違反する行為は禁止いたします。
公的研究機関（官）の連携をはじめとするオープンイノベーションの推進が求められています。
本セミナーで
（土）
・講師が体調不良となった場合には、
中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

第4回
2/13

14：00〜15：40

産学官連携における知的財産マネジメント

は、産学官連携とは何か、産学官連携において必要となる知的財産の基礎知識、産学官連携に刺さったトゲ

●個人情報保護の観点から、ご登録いただきました情報は厳重に管理し、当該事業以外の目的に用いません。
とも呼ばれている不実施補償の問題等について、公的研究機関の例を中心に解説します。

島田

雅之

