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2. デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業補助金（公募中）  
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5.【再掲】[JETRO]防衛型侵害対策支援事業（公募中） 
6.【再掲】「知財アクセラレーションプログラム（IPAS）2022」（公募中） 
 
◆オンラインセミナー・説明会情報 
1. RIETI 政策シンポジウム「デジタル時代の価値創出～デザイン経営の視点から～」  
2. [商標]マドリッド国際登録出願オンライン受付（Madrid e-Filing）のご案内（ウェビナー） 
3. 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）オンライン講習会（6 月 6 日より申込開始） 
 
◆新型コロナウイルス関連支援 
◆プレスリリース 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
『先使用権とブロックチェーン』 
 
 
◆トピックス 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.「知財評価活用のためのひな形及びガイドライン」を作成しました 
 
特許庁は、地域経済や地域を牽引する中小企業を支える金融機関向けに、知財ビジネス評価書のひ
な形及びガイドラインを作成しました。経営支援の提案や融資等に御活用ください。 
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/kinyu-katsuyo.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令案」に対する意見募集中 
 
特許法等の一部を改正する法律（令和 3 年法律第 42 号）の施行に伴う、特許法等関係手数料令（昭
和 35 年政令第 20 号）の改正を検討しており意見を募集しています。 
 
意見募集期間：5 月 18 日（水曜日）～6 月 16 日（木曜日） 
※電子メールは募集期間最終日 18 時 00 分まで 
https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/220518̲tokkyoho-seire.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. [商標] Madrid e-Filing による出願手続について 
 
特許庁では、6 月 1 日より Madrid e-Filing による出願受付を開始します。本サービスでは本国官庁
への商標の国際登録出願、WIPO への手数料納付、願書の記載事項にある不備の修正、WIPO への
応答等を行うことができます。 
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo̲madrid̲efiling.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. [知的財産室]令和 4 年度事業の入札公告について 



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） 

 
東北経済産業局知的財産室は、令和 4 年度に実施する下記事業について入札公告を掲載しました。 
 
＜令和 4 年度東北地域知財経営普及啓発・人材育成事業＞ 
入札説明会：6 月 8 日（水曜日）10 時 00 分 
提案書等・入札書の提出期限：6 月 23 日（木曜日）17 時 00 分  
https://www.tohoku.meti.go.jp/kaikei/pdf/220530.pdf 
 
 
◆補助金情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. [外国出願補助金]青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県（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）。 
 
＜青森県＞ 
公募期間：5 月 25 日（水曜日）～6 月 24 日（金曜日）17 時必着 
詳細：一般社団法人青森県発明協会 
https://www.aomori-ipc.jp/news/news-10169/ 
 
＜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 
 
＜宮城県＞ 
公募期間：5 月 17 日（火曜日）～6 月 16 日（木曜日） 
詳細：公益財団法人みやぎ産業振興 
https://www.joho-miyagi.or.jp/gaikoku-shienn 
 
＜秋田県＞ 
公募期間：5 月 17 日（火曜日）～6 月 17 日（金曜日） 
詳細：公益財団法人あきた企業活性化センター 
https://www.bic-akita.or.jp/event/268.html 
 
＜山形県＞ 
公募期間：5 月 25 日（水曜日）～6 月 20（月曜日）17 時 15 分必着 
詳細：公益財産法人山形県産業技術振興機構 
http://www.ypoint.jp/R04̲ckgssj.htm 
 
※福島県の公募は終了しました。 
※JETRO の全国対象・第 1 回募集は 5 月 31 日 17 時終了です。 

第 2 回募集は、開始時期になりましたらお知らせします。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業補助金（公募中） 
 
優れたコンセプトや魅力的な地域資源を保有している中小企業者の製品について、越境 EC を積極
的に取り入れたブランディング、プロモーション等の取組に関わる経費の一部を補助します。 
応募要件は詳細 URL を参照ください。  
 
＜デジタルツール活用型＞ 
公募期間：6 月 30 日(木)15 時 00 分必着  
詳細 https://digital-tool.jp 
 
＜トップクリエイター活用型＞ 
公募期間：6 月 20 日(月)15 時 00 分必着  
詳細 https://top-creator.jp/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3.【再掲】[JETRO]模倣品対策支援事業（公募中） 



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） 

https://www.jetro.go.jp/services/ip̲service/ 
 
4.【再掲】[JETRO]冒認商標無効・取消係争支援事業（公募中） 
https://www.jetro.go.jp/services/ip̲service̲overseas̲trademark.html 
 
5.【再掲】[JETRO]防衛型侵害対策支援事業（公募中） 
https://www.jetro.go.jp/services/ip̲service̲overseas 
 
6.【再掲】知財アクセラレーションプログラム（IPAS）2022」（公募中） 
https://ipbase.go.jp/support/startupxip/ 
 
 
◆オンラインセミナー・説明会情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. RIETI 政策シンポジウム「デジタル時代の価値創出～デザイン経営の視点から～」 
 
デザインによる経営マネジメントの取組みを行っている大企業、中小企業、地方自治体の現状を紹
介します。 
 
日時：2022 年 6 月 7 日（火）14 時 00 分～16 時 00 分 
場所：オンライン配信（参加費：無料） 
https://www.rieti.go.jp/jp/events/22060701/info.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. [商標]マドリッド国際登録出願オンライン受付（Madrid e-Filing）のご案内 
 
6 月 1 日からの Madrid e-Filing による国際登録出願開始に伴い、画面の操作方法を含めた国際出願
手続について説明します。 
 
日時：6 月 29 日（水） 16 時 00 分～17 時 00 分 
場所：Zoom によるオンライン配信（参加費・無料） 
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN̲YNBgjHE3Tfafyyx̲yw̲SHA 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）オンライン講習会（6 月 6 日より申込開始） 
 
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：6 月 24 日（金曜日）  
   10 時 00 分～11 時 45 分（特許・実用新案） 
   13 時 15 分～14 時 45 分（商標） 
   15 時 15 分～16 時 45 分（意匠） 
https://www.inpit.go.jp/j-platpat̲info/lecture/ws̲application.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＞  
▼知財評価活用のためのひな形及びガイドラインを作成しました 
https://www.jpo.go.jp/index.html 
 
＜東北経済産業局＞  
▼東北地域百貨店・スーパー販売額動向（2022 年 3 月分速報） 
▼管内の経済動向（2022 年 3 月分）  
▼東北地域鉱工業生産動向（2022 年 3 月分速報）  
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▼2022 年 1～3 月期東北地域経済産業調査結果 
https://www.tohoku.meti.go.jp/ 
 
 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
『先使用権とブロックチェーン』 
 
自社製品を市場で販売している企業は、開発の初期段階からその製品が他社の特許を使用していな
いか細心の注意を払うと思います。しかし、そのような注意を払ったとしても、他社から「当社の特
許を侵害している」という警告や「この特許に興味はありませんか」という売り込みに出くわすこと
があります。 
 
そのような場面で、その他社の特許（特許 A とします。）を無効にできそうな材料が見つけられず困
り果てていると、幸運にも自社製品の出荷日がその特許 A の出願日よりも早かったことに気が付き、
先使用権を主張できそうだ、とほっと胸を撫で下ろした・・・。開発部門等で知財関係に苦労された
方にとっては、こんな状況が一度はあったと思います。 
 
先使用権とは、他人の特許出願の前から、当該発明にかかる事業やその事業の準備をしていた者は、
引き続きその特許発明を実施できるという権利です（注 1）。この先使用権が認められるためには、
出願前から実施などをしていたことを「立証」しなければなりません。「立証」とは、「証拠」を示し
てその事実があったことを説明することをいいますが、実際には、その「証拠」をみつけるのがなか
なか大変だったりします。 
 
例えば、特許 A の請求項がア～オであったとして、アイウについては日付が付された設計図面が見
つかったものの、エとオについては、日付が無い設計仕様書しか見つからない。更には、対象の製品
が複数存在し、全て揃えようとすると、複雑かつ膨大な量になってしまった・・・というような場合
です。 
 
先使用権に関する証拠保全の方法には公証制度やタイムスタンプを利用する方法がよく知られてい
ますが、最近、技術進展があったようです。仮想通貨などでよく耳にする「ブロックチェーン」の技
術を、この先使用の証拠保全に利用する企業が出始めています。「ブロックチェーン」の説明につい
ては割愛しますが、保持されたデータの改ざんや削除が極めて困難であるという特徴があります。
つまり、保管された「証拠」の証拠能力がアップするということです。 
 
スタートアップ企業や規模の小さな企業が、このような運用を構築するのは難しいと思います。し
かしながら、問題が発生したときのインパクトを考えると、日頃から意識して取り組んでいく価値
はあると思います。どのような体制を構築したらよいか困った点がありましたら、各県の知財総合
支援窓口（注 2）などで相談いただくことが可能です。 
 
＜参考＞ 
注 1：先使用権制度  
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/index.html 
 
注 2：INPIT 知財総合支援窓口 
https://chizai-portal.inpit.go.jp 
 
 
━TOHOKU━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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 
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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。 

  


