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1.「つながる特許庁 in 福島」を開催しました 
 
2 月 9 日にオンラインでイベントを開催しました。約 320 名の方に御視聴いただき、「開発した
技術を実際どのように農業の効率化や商売につなげていくのかについて、実際の取組事例から詳
しく伺うことができた。」といった感想が寄せられました。 
https://www.jpo.go.jp/news/ugoki/202202/2022022502.html 

＜アーカイブ配信の御案内＞ 
2 月 25 日（金曜日）～ 3 月 11 日（金曜日）18 時まで 
https://tsunagaru-jpo2021.go.jp/news/single19.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2．東北地域知財戦略本部「本部員名簿」を更新しました 
 
東北地域知財戦略本部は、本部長である東北経済産業局長のほかに東北 6 県及び政令指定都市の
仙台市に加え、大学、企業等の有識者からなる計 23 名の委員で構成されています。本部員名簿を
更新しましたのでお知らせいたします。 
https://www.tohoku.meti.go.jp/chizai-enet/about_chizaihonbu/index.html 
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3.【福島県】福島県知財戦略推進計画［2022 年度～2026 年度］ 
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福島県は、2022 年度～2026 年度の知財戦略推進計画を策定しました。「福島県総合計画」や「福
島県商工業振興基本計画」等における知的財産に関する政策の展開方向を示すものです。 
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/tizaisenryaku.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4.【INPIT】令和 3 年度パテントコンテスト・デザインパテントコンテストの表彰式を開催しま
す（オンライン） 
 
秋田県立秋田工業高等学校（WIPO 賞・優秀賞）、一関工業高等専門学校（優秀賞）、山形大学（優
秀賞 3 件)が表彰を受ける様子を是非御覧ください。 
日時：3 月 14 日（月曜日） 
   13 時 00 分 オープニング動画上映開始  
       （優秀賞受賞者の声を一挙放送） 
   13 時 30 分 表彰式開式 （16 時 30 分閉式予定） 
配信方法：オンラインでライブ配信（YouTube） 
     ※事前申込不要 
https://www.inpit.go.jp/patecon/index.html#r03results 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【再掲】 
5．おいしい東北パッケージデザイン展 2021「オンライン展覧会」開催の御案内 
https://thk-package-design2021.go.jp/exhibit/ 

6．令和 4 年度弁理士試験の受験願書を交付します 
交付期間：3 月 1 日（火曜日）～4 月 8 日（金曜日） 
https://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/220121.html 

7.【特許庁】令和 3 年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ 
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2022_ryokinkaitei.html 
 
━━━━━━━・・・・・‥‥‥……… 
◇補助金情報 
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1．成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業) 
 
中小企業等が大学・公設試等と連携して行う、研究開発及びその事業化に向けた取組を最大 3 年
間支援します。詳細は公募要領を御確認ください。 
公募期間：2 月 25 日（金曜日）～4 月 21 日（木曜日）17 時 
https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/koshin/kobo/2022/k220301001.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2．ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（10 次締切） 
 
通常枠とは別に、令和 3 年度補正予算で措置された「回復型賃上げ・雇用拡大枠」「デジタル枠」
「グリーン枠」が新たに設けられました。 
公募開始：2 月 16 日（水曜日）17 時 
申請受付：3 月 15 日（火曜日）17 時 
応募締切：5 月 11 日（水曜日）17 時 
https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/koshin/kobo/2022/k220225001.html 
 
━━━━━━━・・・・・‥‥‥………  
◇オンラインセミナー 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.【INPIT】2021 年度知的財産権制度説明会（実務者向け） 
 
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、会場開催で 
はなく、オンライン学習サイト「IP ePlat」のコンテンツ 
として配信します。講義内容は、特許庁ホームページで御 
確認ください。 
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/chizai_setumeikai_jitsumu.h
tml 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.【特許庁】I-OPEN PROJECT21 フォーラム 
 
スタートアップ企業、非営利法人や個人事業主の方の体験談及び専門家のサポーター、有識者の
アドバイスから、社会課題への取り組みについて共に考えます。 
日時：3 月 3 日（木曜日）18 時 30 分～20 時 30 分 
開催方法：オンラインライブ配信 
詳細 https://www.i-open.go.jp/forum/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3.【東北経済産業局】令和 4 年度税制改正及び補助事業説明会 
 
経済産業関係の税制改正等について説明いたします。また、新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、事業の再構築を検討されている方などの設備投資に関する補助金事業の説明も行います。 
日時：3 月 16 日（水曜日）13 時 30 分～15 時 00 分 
開催方法：オンライン開催（Microsoft Teams 使用） 
申込締切：3 月 14 日（月曜日）17 時 00 分 
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/topics/220221.html 
 
━━━━━━━・・・・・‥‥‥………  
◇プレスリリース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
＜東北経済産業局＞ 
★管内の経済動向（2021 年 12 月分） 
https://www.tohoku.meti.go.jp/ 

━━━━━━━・・・・・‥‥‥………  
◇新型コロナウイルス関連支援 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

経済産業省▼https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

特許庁▼https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html 
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◇知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
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『セルフレジ特許と知財戦略』 
 
日本国内で新型コロナウイルスの感染者が初めて確認されてから、既に 2 年が経過しています。
感染が収まる気配はありません。一方で、既に高齢者から 3 回目のワクチン接種が順次始まって
います。いましばらくの辛抱が必要です。 
 
コロナ対策と言えば飛沫感染や接触感染の防止です。今や小売店やコンビニエンスストアでセル
フレジを見かけることは珍しくなくなりました。衣料品用のセルフレジとしては、商品をレジの
箱に入れると自動的に点数と金額を計算し会計処理までしてくれるものがあります。少なくとも
店員との商品やお金の受け渡しに伴う接触はありません。 
 
大阪の IT 企業、アスタリスク社はこのようなシステムに関連する特許を保有している会社のひと
つです。2006 年に設立され、従業員は 100 名です。主となる特許（注 1）は、上蓋のない箱形
の装置内に商品を置くと、アンテナから放出された電波が自動的に商品の電子タグを読み取り会
計まで行う技術です。箱の内面にシールド部を設けることにより、電波の外部への漏出や装置の
周りの電子タグの誤読を防止しているようです。 
アスタリスク社の国内の特許出願件数は、過去 13 年間で 28 件です。そのうちセルフレジ関連は
上記の 1 件を含めて全部で 8 件あります。これらは分割出願をしたり、審査請求の時期を遅らせ
たりしていて、競合他社の製品情報等を意識した権利化を行っているようです。セルフレジ技術
について、自社の製品をガードするだけでなく他社へのライセンス等を考慮した特許網を構築し
ようとする戦略がうかがえます。 
 
このような、知財戦略を構築する企業が増えることを目指して、引き続き知的財産権制度の普及・
啓発を行っていきたいと思います。 
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注 1：「読取装置及び情報提供システム」特許第 6469758 号 
出願日：2017 年 5 月 9 日 登録日：2019 年 1 月 25 日 
出願人：株式会社アスタリスク、現権利者：株式会社 NIP 
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-
6469758/B5721E5515987C61D60FD86FB02C4BCC185EADC44FA18D85DE5A5E796F6D
A4ED/15/ja 
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東北地域知財戦略本部事務局（東北経済産業局知的財産室） 
〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎（B 棟）3 階 
電話：022-221-4819   FAX：022-265-2349 
E-MAIL：tokkyo-chizai アットマーク meti.go.jp  
（アットマークを@にしてください） 
★配信停止・メルアド変更手続 
上記連絡先までお知らせください。 

★事務局ホームページ 

https://www.tohoku.meti.go.jp/chizai-enet/ 

★バックナンバー 

https://www.tohoku.meti.go.jp/chizai-enet/library/merumaga.html 

本メルマガは、購読を希望された方、知的財産に関係される大学・企業・公設試・自治体・産業支
援機関の方や産学官連携に関与される方、東北地域知財本部関係者に配信させていただいており
ます。 
《電子署名付加について》 
送信元メールアドレスに電子署名(S/MIME 証明書）を付加してお届けしております。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━CHIZAI━━━ 
※配信元：東北地域知財戦略本部事務局（東北経済産業局知的財産室） 
※本メールマガジンの無断転載を禁じます。 
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