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◆トピックス 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.「大学研究成果の社会実装マニュアル」を掲載 
 
特許庁は、大学に知財の専門家を派遣する、2021 年度「知財戦略デザイナー派遣事業」において得
られた知見を、研究成果の発掘から事業化まで、初めてマニュアルの形式で取りまとめました。 
大学の知財や産学連携に携わる方々にとって必携の一冊です。 
https://www.jpo.go.jp/support/daigaku/designer̲haken.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 第 42 回知的財産管理技能検定 申込受付中 
 
知財マネジメントに関する技能の習得レベルを公的に証明するための国家試験です。 
1 級から 3 級まであり、3 級は特別な受験資格が不要です。 
 
検定実施日：7 月 10 日（日曜日） 
申込受付：6 月 2 日（木曜日）まで 
http://www.kentei-info-ip-edu.org/schedule.html#42 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3.「企業価値向上に資する知的財産活用事例集」を掲載 
 
特許庁は、知財・無形資産を活用した経営戦略により、企業価値向上に取り組まれている国内企業の
実践事例を取りまとめました。経営層と知財部門との関係構築にぜひ御活用ください。 
https://www.jpo.go.jp/support/example/chizai̲senryaku̲2022.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4.「知財マネジメント人材育成教材（国内編）」を発行しました 
 
これまで「グローバル知財マネジメント人材育成教材」として、中小企業の皆さまが海外展開をされ
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る際に起こった、知財にまつわる成功・失敗事例をわかりやすく取り扱った教材を提供していました
が、今般、国内でのビジネス展開時における知財にまつわる成功・失敗事例についても新たにケース
教材化しました。 
本教材は、成功・失敗事例を通して対処方法の一例を提案するだけでなく、ケーススタディ集を用い
た勉強会やセミナーの開催方法までカバーしており初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。 
https://www.inpit.go.jp/jinzai/global/global̲material.html 
 
 
◆補助金情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. [外国出願補助金]岩手県、福島県、JETRO 公募中 
 
東北経済産業局は、東北各県中小企業支援センター等を通じ、外国出願にかかる費用の一部を補助し
ています（中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金）。 
岩手県、福島県及び JETRO の公募について公表されましたのでお知らせします。 
 
＜岩手県＞ 
公募期間：4 月 28 日（木曜日）～6 月 10 日（金曜日）16 時必着 
詳細：公益財団法人いわて産業振興センター 
https://www.joho-iwate.or.jp/fipr 
 
＜福島県＞ 
公募期間：5 月 9 日（月曜日）～5 月 23 日（月曜日）17 時必着 
詳細：公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部 
https://fukushima-techno.com/f/ 
 
※5 月中旬以降公募予定： 
 青森県、宮城県、秋田県、山形県 
（各県の公募情報が決まり次第 HP 等で順次お知らせします。） 
 
令和 4 年度は全国を対象とした JETRO の公募が 2 回行われます。 
各県の公募期間と合わない方はこちらも御利用ください。 
 
＜JETRO（全国対象）＞ 
公募期間：第 1 回 5 月 9 日（月曜日）～5 月 31 日（火曜日） 
     第 2 回 7 月 1 日（金曜日）～7 月 29 日（金曜日） 
     ※両日程とも応募受付期間の最終日 17 時 00 分必着 
https://www.jetro.go.jp/services/ip̲service̲overseas̲appli.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. [JETRO]「模倣品対策支援事業」公募中 
 
海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業に対し、その調査及び一部の権利行使等に係る経費を
助成します。 
 
補助率：2/3 上限額：400 万円 
申込期限：10 月 31 日（月曜日） 
支援の対象・要件は下記を御参照ください。 
https://www.jetro.go.jp/services/ip̲service/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. [JETRO]「冒認商標無効・取消係争支援事業」公募中 
 
海外で現地企業に不当な方法及び不当な意図で商標権を出願または権利化された中小企業者等に対す
る支援です。相手方の出願または権利を取り消すため自ら提起する係争活動に係る経費を助成します。 
 
補助率：2/3 上限額：500 万円 
申込期限：10 月 31 日（月曜日） 
支援の対象・要件は下記を御参照ください。 
https://www.jetro.go.jp/services/ip̲service̲overseas̲trademark.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. [JETRO]「防衛型侵害対策支援事業」公募中 
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海外で産業財産権に係る係争に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用を助成します。 
 
補助率：2/3 上限額：500 万円 
申込期限：10 月 31 日（月曜日） 
支援の対象・要件は下記を御参照ください。 
https://www.jetro.go.jp/services/ip̲service̲overseas 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
5.「知財アクセラレーションプログラム（IPAS）2022」公募開始 
 
本プログラムでは、スタートアップの成長を加速させるための知財戦略構築を支援します。 
支援対象者は、産業財産権(特許権等)取得の対象となり得る新規シーズを活用した製品・サービスを
研究開発しているスタートアップです。 
 
応募期間：5 月 9 日(月曜日)～6 月 9 日(木曜日) 
採択社数：25 社 
支援期間：5 か月程度 
https://ipbase.go.jp/support/startupxip/ 
 
 
◆オンラインセミナー・説明会情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）オンライン講習会 申込受付中 
 
参加費無料の Teams によるオンライン講習です。 
各科目は定員 50 名で、定員に達した時点で募集終了となります。 
 
日時：5 月 27 日（金曜日）  
   10 時 00 分～11 時 30 分（意匠） 
   13 時 00 分～14 時 45 分（特許・実用新案） 
   15 時 15 分～16 時 45 分（商標） 
https://www.inpit.go.jp/j-platpat̲info/lecture/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. [再掲]初めて知的財産に関わる皆様へ！初心者向け制度説明会（ウェビナー） 
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/chizai̲setumeikai-20220520.html 
 
 
◆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/covid19̲shutsugan.html 
 
 
◆プレスリリース  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
＜特許庁＞  
★企業価値向上に資する知的財産活用事例集を取りまとめました 
https://www.jpo.go.jp/index.html 
 
 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
『中小企業等知財支援策』 
 
特許庁は、4 月 1 日より特許料、商標登録料、国際出願関係手数料等の改定を実施しております。 
また、最近の急激な円安は、外国出願費用の実質的な値上がりとなり、いずれも企業の負担増大につ
ながりかねません。 
 
そこで今回は、中小企業等の皆さんにとって経済面でメリットの多い国内と外国の知財支援策 2 つを
紹介します。 
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[A］特許料等減免制度 
審査請求料と 10 年目までの特許料が、企業の規模等に応じて、1/2～1/4 に軽減される制度です（注
1）。2019 年 4 月の制度改正により、対象がすべての中小企業に拡大されました。証明書類等の提出
も不要になり、簡易な手続で申請することができます（申請先は特許庁）。 
 
なお、旧制度対象案件（2019 年 3 月 31 日までに出願・審査請求済）のうち、申請者が研究開発型中
小企業、公設試験研究機関、地方独立行政法人の場合は、引き続き東北経済産業局で申請を受け付け
ております。 
    
[B］外国出願費用の助成制度 
特許・実用新案・意匠・商標・冒認対策商標を外国に出願する際の費用（外国庁費用、現地代理人費
用、国内代理人費用、翻訳費用）の最大で 1/2 の補助が受けられる制度です。東北経済産業局は、東
北各県の中小企業支援センターを通じて、費用の一部を補助しています。各県の公募期間等は東北経
済産業局 HP を御覧ください（注 2）。 
 
なお、令和 4 年度より、助成の対象を拡大して、これまでに上記の助成制度を利用して出願された案
件を対象として、外国出願の際の審査請求と中間応答費用の助成が JETRO により新たに実施される
予定です。新たに始まる補助金を含め、海外展開の支援策をまとめた特許庁「海外展開支援策まる分
かりガイド」を御覧ください（注 3）。 
 
今回は経済面でメリットの多い 2 つの支援策に絞って紹介しました。特許庁では、これら以外にも各
種の支援策を用意しております（注 4）。このような支援策を積極的に活用していただき、効率的な知
財活動の一助としていただければと考えます。 
 
＜参考＞ 
注 1：特許料金等の減免制度 
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html 
注 2：中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）の公募につ
いて 
https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/koshin/kobo/2022/k220509001.html 
注 3：特許庁「海外展開支援策まる分かりガイド」 
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/document/shien̲gaikokusyutugan/pamph16̲a4.pd
f 
注 4：「知財支援策まる分かりガイド」特許庁 
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/panhu12.pdf 
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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・メールアドレス変更手続については、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。 


