
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） 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
メールマガジン 知財座敷童（ざしきわらし）かわら版 Vol．337（2022.6.15)  
東北地域知財戦略本部（東北経済産業局知的財産室）  
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
《本メールへの返信先》 
配信アドレスは送信専⽤です。返信の際は下記のアドレスへお願いいたします。  
tokkyo-chizai アットマーク meti.go.jp（注︓アットマークを@にしてください。）   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＊＊＊ ⽬次 ＊＊＊ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆トピックス 
1. [PCT] 国際出願関係⼿数料改定のお知らせ 
2. [全国発明表彰] 東北管内から 2 名が受賞しました 
3. 令和 4 年度弁理⼠試験「短答式筆記試験」合格者・合格点を公表しました 
4.【再掲】[商標] Madrid e-Filing による出願⼿続について 
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◆プレスリリース 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
『産学官連携と契約』 
 
 
◆トピックス 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. [PCT] 国際出願関係⼿数料改定のお知らせ 
 
2022 年 7 ⽉ 1 ⽇より、国際出願関係⼿数料が改定されます。2022 年 7 ⽉以降に本⼿数料の納付
をする場合は、⼿数料の額及び適⽤関係に御注意ください。 
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. [全国発明表彰] 東北管内から 2 名が受賞しました 
 
公益社団法⼈発明協会は、独創性に富む優れた発明を完成した⽅、発明の実施化及び指導、奨励、育
成に貢献した⽅を表彰する「全国発明表彰」を毎年⾏っています。 
令和 4 年度は、東北管内から 2 名が「発明奨励功労賞」を受賞しました。 
 
⽊村⼀義 ⽒  ⼀般社団法⼈⼭形県発明協会 会⻑ 
        公益社団法⼈発明協会 幹事 
         株式会社シェルター 代表取締役会⻑ 
 
髙橋昌勝 ⽒  ⼀般社団法⼈宮城県発明協会 会⻑ 
        仙台市泉少年少⼥発明クラブ 会⻑ 
        産電⼯業株式会社 代表取締役  
http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/zenkoku/2022/zenkoku_jusho_ichiran.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. 令和 4 年度弁理⼠試験「短答式筆記試験」合格者・合格点を公表しました 
 
5 ⽉ 22 ⽇に実施された「短答式筆記試験」の合格点は 39 点で、受験地が仙台の合格者は 4 名でし
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た。科⽬別合格基準点等は下記の特許庁ホームページで御確認ください。 
https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4.【再掲】[商標] Madrid e-Filing による出願⼿続について 
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html 
 
 
◆補助⾦情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. 令和 4 年度 IP ランドスケープ⽀援事業（第 1 回公募中） 
 
「市場」や「事業」の情報に「知財」の情報を合わせた分析を⾏い、企業の抱える経営や事業の課題
に対して強みを活かした解決策をご提案します。 
 
公募期限︓7 ⽉ 8 ⽇（⾦）17 時 00 分まで 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 令和 4 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募集が始まります 
 
⾼校⽣、⾼等専⾨学校⽣、⼤学⽣、専修学校⽣及び⼤学校⽣を対象に発明またはデザインを募集しま
す。優秀なものは出願⽀援対象として表彰し、特許庁への出願及び権利取得までの⼿続を実体験い
ただけます。弁理⼠への相談料、特許出願料等も主催者負担です。 
 
応募期間︓6 ⽉ 27 ⽇（⽉曜⽇）〜9 ⽉ 30 ⽇（⾦曜⽇）消印有効 
https://www.inpit.go.jp/patecon/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. ⽇本出願を基礎としたスタートアップ設⽴に向けた国際的な権利化⽀援事業費補助⾦（公募中） 
 
特許庁では、⾃⾝の研究成果をスタートアップにて事業化する予定の⽅に対し、その研究成果に係
る⽇本出願を基礎とした外国許出願に要する経費の⼀部を助成し、優れた技術やイノベーションの
グローバルな事業化を⽀援します。 
 
公募期限︓7 ⽉ 8 ⽇（⾦曜⽇）17 時 00 分まで 
https://www.jpo.go.jp/support/daigaku/startup_hojo.htm 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. [商標] 地団カードの作成希望団体を新規募集中 
 
INPIT では、地域団体商標制度の活⽤促進、地域観光振興の⽀援等を⽬的に「地団カード（地域団体
商標カード）」を試⾏的に作成・配布しており、作成希望団体を新規募集しています。（費⽤︓無料） 
 
対象︓地域団体商標権を取得している団体 
募集期限︓6 ⽉ 30 ⽇（⽊）必着 
作成数︓1 団体あたり、1,000 枚〜2,000 枚程度 
https://www.inpit.go.jp/chidan-card/apply.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
5. [外国出願補助⾦] ⻘森県、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）。 
 
＜⻘森県＞ 
公募期間︓5 ⽉ 25 ⽇（⽔曜⽇）〜6 ⽉ 24 ⽇（⾦曜⽇）17 時必着 
詳細︓⼀般社団法⼈⻘森県発明協会 
https://www.aomori-ipc.jp/news/news-10169/ 
 
＜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 
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＜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/R04_ckgssj.htm 
 
※福島県、岩⼿県、JETRO(第 1 回)の公募は終了しました。 
 
 
◆オンラインセミナー・説明会情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.【再掲】[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（参加費・無
料） 
⽇時︓6 ⽉ 29 ⽇（⽔曜⽇） 16 時 00 分〜17 時 00 分 
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_YNBgjHE3Tfafyyx_yw_SHA 
 
2.【再掲】特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）オン 
ライン講習会（定員に達した時点で募集終了） 
⽇時︓6 ⽉ 24 ⽇（⾦曜⽇）10 時 00 分〜16 時 45 分（3 講義） 
https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/lecture/ws_application.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/covid19_shutsugan.html 
 
 
◆プレスリリース  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
＜特許庁＞ 
▼⽇⽶欧中韓の特許庁が SDGs 達成に向けた知財の役割を議論しました 
https://www.jpo.go.jp/index.html 
 
＜東北経済産業局＞  
▼2021 年（1 ⽉〜12 ⽉）⼯場⽴地動向調査東北版 
▼「財務局⻑・経済産業局⻑合同会議」を開催しました 
https://www.tohoku.meti.go.jp/ 
 
 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
『産学官連携と契約』 
 
私どもの知的財産室は、東北経済産業局の産業技術⾰新課に属しており、知財の観点から産学官連
携もサポートしています。 
 
産学官連携というと、企業と⼤学等が連携して研究開発等を⾏う構図が思い浮かびます。その際、共
同研究契約を締結する機会も多いと思います。協⼒して進めていく研究開発の成果をめぐり、⾃社
の不利益とならないような契約を結びたいところです。 
 
共同研究契約には、秘密保持や特許出願等の知的財産の取り扱いについても条項に盛り込まれてい
るのが⼀般的ですが、産業財産権に関する契約については、この春 12 年ぶりに改訂された「知って
おきたい知的財産契約の基礎知識について」(注 1)が便利です。こちらには特許実施許諾契約書を含
む 11 種の契約書のひな形が⽤意されています。特に契約に関する基礎知識が Q&A 式でまとめられ
ており、読み物としても参考になります。 
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特許庁のオープンイノベーションポータルサイト(注 2)には、企業や⼤学といった組織別、「新素材」
や「AI」といった分野別に、ver.2 として 12 種のモデル契約書やタームシート（契約内容を項⽬別
にまとめた表）が⽤意されています。契約交渉ノウハウ等について解説するパンフレットもあわせ
て掲載されています。 
 
他にも、⽂部科学省が提供している「さくらツール」(注 3)には、研究成果をどう取り扱うかによっ
てひな形を選択できるよう、共同研究契約の 16 類型が⽤意されています。こちらには研究成果の帰
属先、権利⾏使内容によってどのひな形を選択すべきかが図⽰で分かりやすく提⽰されています。 
 
産学官連携については、⽂部科学省と経済産業省で「産学官連携による共同研究強化のためのガイ
ドライン」を策定しているほか、INPIT でも都道府県に設置されている知財総合⽀援窓⼝と連携し
「産学連携・スタートアップ相談窓⼝」(注 4)を設置しておりますので、是⾮御利⽤いただければと
思います。 
 
この機会に、研究開発の⽅向性や知財戦略にあった契約内容となっているか、御⾃⾝の契約書を⾒
返してみてはいかがでしょうか。 
 
＜参考＞ 
注１︓知っておきたい知的財産契約の基礎知識について 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ip-contract.html 
 
注 2︓特許庁・オープンイノベーションポータルサイト 
https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html 
 
注 3︓オープン＆クローズ戦略時代の共同研究における 
成果取扱いの在り⽅に関する調査〜さくらツールの提供〜 
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1403194.htm 
 
注 4︓産学連携・スタートアップ相談窓⼝について 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/uics_madoguchi/index.html 
 
 
━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 宮城県仙台市⻘葉区本町 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。 

 

 


