
  
平成３０年８月３０日 

 「知財のミカタ ～巡回特許庁 in KANSAI～」を開催します！ 

～ 見方を変えて、知財を味方に ～ 

 

 
１．目的・概要 

地域のみなさまが知的財産制度や特許庁の支援策等を身近に感じ、活用していただくことを目的に、

「知財のミカタ ～巡回特許庁 in KANSAI～」を開催します。 

今年度は、開催初日にオープニングイベントとして、知的財産の活用促進のための多様なテーマのセミ

ナー等を１日に集約して開催し、初心者から上級者まで様々なレベル・目的・業種別のプログラムを用意

しました。 

企業の方をはじめ、支援機関、金融機関、行政機関、本イベントに関心のある方はどなたでも参加でき

ます。参加は全て無料です。 

 

２．開催内容 

○オープニングイベント（詳細は別添リーフレット参照） 

開催日：平成 30 年 10 月 16 日（火） 

開催場所：ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター 

（大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪 北館 B2F） 

○出張面接 

開催期間：平成 30 年 10 月 16 日（火）～11 月 12 日（月） 

開催場所：近畿全域（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 

 

３．参加申込方法 

プログラム・参加申込等について：詳細は、以下のホームページをご覧ください。 

「知財のミカタ～巡回特許庁～」 ホームページ  http://www.junkai-jpo2018.go.jp 

 

○添付資料 

別紙：特許庁プレス資料 

「知財のミカタ～巡回特許庁～」、今年も全国で開催します！～見方を変えて、知財を味方に～ 

 

特許庁及び近畿経済産業局は、平成 30 年 10 月 16 日から 11 月 12 日にかけて「知

財のミカタ～巡回特許庁 in KANSAI～」を開催します。初日のオープニングイベントで

は「経営に資する知財戦略の最前線」をテーマにしたパネルディスカッションや、知的

財産にまつわる訴訟の対応策、リスク管理等についてお話しします。また、期間中は

近畿全域で出張面接を集中的に実施します。 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

  近畿経済産業局 産業技術課 知的財産室長 川上 

   担当者：辻、丹羽 

   電 話：０６－６９６６－６０１６   F A X：０６－６９６６－６０６４ 

特許庁 同時発表 



 

 

平成 30 年 5 月 31 日 

日 

 

「知財のミカタ～巡回特許庁～」、今年も全国で開催します！ 

～見方を変えて、知財を味方に～ 

特許庁は、平成 30 年 7 月 9 日から平成 31 年 1 月下旬にかけて「知財のミカタ～巡

回特許庁～」を、全国 10都市で開催します。今年度は特許に加えて意匠の出張面接

も実施します。また、各都市の開催初日に行うオープニングイベントでは、初心者か

ら上級者まで様々なレベル別のセミナー等プログラムを用意します。 

 

 

 

 

 

1．「知財のミカタ～巡回特許庁～」とは 

特許庁は、「なんだか難しそうで敷居が高い」という知財の見方を変えて、知財を味

方にして上手く活用するきっかけを作っていただくことを目的に、全国各地で巡回特

許庁を開催しています。開催期間中は特許庁の審査官が地域に出張して面接する

「出張面接」を集中的に実施するとともに、知的財産の活用促進のためのセミナー

や相談コーナーの開設をはじめ様々なイベントを実施します。 

 

2．今年度のポイント 

今年度は、各開催都市の初日にオープニングイベントとして、知的財産の活用促進

のための多様なテーマのセミナー等を 1 日に集約して開催するとともに、皆様のこ

れまでのご要望も踏まえ、新たに以下の取り組みを実施します。 

 

①特許に加えて、意匠の出張面接も実施します。 

②初心者から上級者まで様々なレベル・目的・業種別のプログラムを用意します。 

③特許庁の審査官等が、「知財権を取得する際の注意点」、「審査官とのコミュニ

ケーションのコツ」、「効果的な支援策の使い方」などを解説するプログラムを新

たに開催します。 

④何でも相談コーナーを開設します（入場自由）。 

⑤日本弁理士会「知財広め隊セミナー」を併催します。 

 

 



 

【詳細はホームページをご覧ください】 

http://www.junkai-jpo2018.go.jp 
知財のミカタ    検索 

 

○添付資料 

別紙 1：「平成 30 年度知財のミカタ～巡回特許庁～」開催概要 

別紙 2：「平成 29 年度知財のミカタ～巡回特許庁～」開催実績 

 

 

 
 （本発表資料のお問い合わせ先） 

  特許庁総務部普及支援課長 武田 

      担当者： 大谷、渡辺、溝口 

   電 話：03-3581-1101（内線 2107） 

        03-3501-5878（直通） 

03-3506-8615（FAX） 

http://www.junkai-jpo2018.go.jp/


 

 

 

別紙 1 

平成 30年度「知財のミカタ～巡回特許庁～」開催概要 

 

１．開催場所・期間 

以下の全国 10都市で開催いたします。各地域について、開催日の約 1月前にニュー

スリリースし、同時に募集開始をする予定です。 

 

開催地域 開催都市 開催期間 

北海道 札幌市 平成30年 9月21日（金）～10月18日（木） 

東北 青森市  平成30年 9月4日（火）～10月1日（月） 

関東 浜松市  平成30年 9月10日（月）～10月5日（金） 

中部 名古屋市 平成30年 11月下旬～12月下旬 

近畿 
大阪市 平成30年 10月下旬～11月下旬 

福井市  平成30年 7月9日（月）～8月3日（金） 

中国 山口市  平成30年 9月27日（木）～10月24日（水） 

四国 高知市  平成30年 11月中旬～12月中旬 

九州 佐賀市  平成30年 8月22日（水）～9月18日（火） 

沖縄 那覇市 平成31年 1月下旬～2月下旬 

 

２．今年度のポイント 

①特許に加えて、意匠の出張面接も実施 

今年度は特許に加え、意匠に関する出張面接も開催期間中に集中的に実施します。

審査官と直接対話することにより、審査官の考えを知ることができます。 

 

②初心者から上級者まで様々なレベル・目的・業種別のプログラムを用意 

知的財産に関心がある・勉強してみたいという初心者から、既に知的財産をビジネス

に取り入れている上級者まで、様々な知財活用レベルの参加者を対象としたプログラ

ムを用意しています。また、各プログラム（セミナー等）は、知的財産の権利化・保護・

活用から、各地域の主要な業種・産業分野と知的財産に焦点を当てたものでまで、

様々なテーマを設定しています。ご自身の関心に応じたプログラムを選んで参加いた

だけます。 

 

③特許庁審査官や産業財産権専門官等がお役立ち情報を紹介 

特許庁や知的財産を身近に感じること、特許庁の支援策を知っていただくことを目的

に、特許庁審査官や産業財産権専門官が、「知財権を取得する際の注意点」、「審査



 

 

 

別紙 1 

官とのコミュニケーションのコツ」、「効果的な支援策の使い方」などを解説するプログ

ラムを新たに開催します。 

 

④何でも相談コーナーの開設（入場自由） 

知的財産に関する疑問・悩みについて、特許庁職員や（独）工業所有権情報・研修館

（INPIT）の各相談窓口（※）の担当者がお答えする相談コーナーをオープニングイベ

ントの会場内に開設します。事前申込み不要なので、各プログラムの合間にお気軽

に相談いただけます。 

（※）知財総合支援窓口、営業秘密・知財戦略相談窓口、海外展開知財支援窓口、関西知財戦略

支援専門窓口等。開催都市により、対応者が変わります。 

 

⑤日本弁理士会「知財広め隊セミナー」を併催 

日本弁理士会主催の「知財広め隊セミナー」を併催します。初心者向けに、知的財産

をわかりやすく説明するとともに、弁理士の役割や業務内容を紹介します。あわせて

開催する座談会では、弁理士に直接質問や相談をすることができます。 

 



 

 

 

別紙 2 

平成 29年度「知財のミカタ～巡回特許庁～」開催実績 

 

○ネーミングとロゴマークの作成 

知財に気づきのない企業等の新規掘り起こしを目的 

として、新たに巡回特許庁のネーミングとロゴマーク 

を作成しました。「なんだか難しそうで敷居が高い」 

という知財への見方を変えるとともに、巡回特許庁に 

参加することで、知財を味方にして上手く活用する 

きっかけとしていただきたいというメッセージを発信。 

 

○イベント参加者数：14都市で約 4000名が参加 

昨年度は 14 都市で巡回特許庁を開催し、知的財産をビジネスに活用する有用性や

特許庁の支援策に関するイベントを計 43回開催し、延べ 3,971名が参加しました。 

 

開催地域 開催都市 イベント参加者数 

北海道 札幌 187 

東北 仙台、盛岡 229 

関東 前橋、高崎 208 

中部 金沢、名古屋 494 

近畿 大阪、神戸、和歌山 1978 

四国 高松、徳島 219 

九州 熊本、大分 656 

  

○イベント参加者の満足度 80％以上 

アンケートでは、全イベントを通じて参加者の 80％以上が内容に満足したという結 

果が得られました。「知財活用の重要性がわかった」「他社の知財戦略を学べた」とい

う感想が多数寄せられました。 

 

（参加者の声） 

・知的財産に知見がなかったが、大変参考になった。 

・知的財産の重要性を改めて確認できたので会社に戻って伝えたい。 

・知的財産の活用の仕方について見方が変わった。 

・各社の知財戦略を参考に自社の知財戦略の見直しに活用できると思う。 



 

 

 

別紙 2 

パネルディスカッションの様子 セミナー会場の様子 

・施策や事業者の特許戦略に対する考え方を知ることができた。 

・セミナーの受講対象者を明確化してほしい。 

・特許庁の審査官に直接話を聞きたい。 

・意匠権に関する話を聞きたい。 

 

○臨時相談窓口の設置 

各イベント会場内に臨時相談窓口を設置しました。平成 29年度は従来の知財総合支

援窓口担当者に加え、よろず支援拠点担当者が同席し、出願相談や営業秘密管理、

知財戦略などの知財に関する相談のほか、販路開拓や経営全般に関する相談にも

対応できる体制を整備し、全開催都市を通じて、知財に関する相談 63 件、経営に関

する相談 15件に対応しました。 

 

○出張面接審査を集中的に実施 

特許庁審査官が地域に出向き、出願人等と直接面会して審査を行う「出張面接審査」

を巡回特許庁の期間中に開催地域（北海道・東北・関東・中部・近畿・四国・九州）に

おいて集中的に実施し、平成 29 年度の出張面接審査総数の 33.1％に当たる計 469

件の審査を行いました。 

 

昨年度「知財のミカタ～巡回特許庁～」の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模擬口頭審理の様子 
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