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◆トピックス 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト 
「発明体験ワークショップ」を仙台を含む全国 4 都市で開催︕ 
 
東京、⼤阪、仙台、広島でワークショップを開催します。アイデアを引き出す「課題の発⾒」、過去事例から発想を
具体的にしてゆく「調査」、そしてアイデアを⾔語化してコンテストの応募書類を作成するまでのプロセスを 1 ⽇で体
験します。参加費無料です。 
 
＜仙台会場＞（定員 30 名、応募者多数の場合は抽選） 
⽇時︓8 ⽉ 17 ⽇（⽔）10:30〜16:30 頃 
場所︓仙都会館（7 階会議室 D）仙台市⻘葉区中央 2-2-10 
対象︓⾼校⽣、⾼等専⾨学校⽣、⼤学⽣（⼤学院⽣は除く）、専修学校⽣、⼤学校⽣ 
申込︓https://www.inpit.go.jp/form/0127.html 
詳細︓https://www.inpit.go.jp/patecon/summer2022_01.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 事業戦略対応まとめ審査について 
 
事業戦略対応まとめ審査の運⽤を⾒直し、ガイドラインを改訂しました。従来は出願群に 2 件以上の特許が必要
でしたが、少なくとも 1 件の特許出願が含まれていれば申請可能となる等、利⽤しやすくなりました。 
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/matome_sinsa.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. ⼿数料の予納に関する変更予定のお知らせ 
 
特許料や⼿数料の予納制度は、令和 5 年 1 ⽉より順次変更を予定しています。変更点は次のとおりです。 
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(1)インターネット出願ソフトを利⽤した予納の開始 
(2)特許印紙による予納の廃⽌ 
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/yonou_oshirase.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. マルチマルチクレーム制限後の出願状況について 
 
マルチマルチクレーム制限後の出願状況を特許庁 HP に掲載しました。出願数全体に占める割合は、制限前の
65％から 5％程度に減少しています。特許出願後にマルチマルチクレームを含むことに気づいた場合は⾃発補正す
ることにより、委任省令要件違反の拒絶理由通知を回避できます。 
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html 
  
 
◆補助⾦・公募情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. 成⻑型中⼩企業等研究開発⽀援事業(Go-Tech 事業)第 2 回公募 
 
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。 
第 2 回公募期間︓6 ⽉ 27 ⽇（⽉）〜8 ⽉ 22 ⽇（⽉）17 時 00 分 
https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/koshin/kobo/2022/k220627001.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 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（追加公募） 
 
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。 
公募期間︓7 ⽉ 13 ⽇(⾦)〜8 ⽉ 24 ⽇(⽔) 17 時 00 分 
（応募予定の⽅は 7 ⽉ 25 ⽇までの事前エントリーが必要です） 
http://www.jiii.or.jp/startup_hojo/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3.【再掲】令和 4 年度総合知財戦略ハンズオン⽀援調査事業公募 
応募期限︓7 ⽉ 22 ⽇（⾦）17 時 00 分 
https://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/220701.html 
 
4.【再掲】令和 4 年度（第 2 回）知的財産プロデューサー派遣先公募  
応募期限︓7 ⽉ 29 ⽇（⾦）必着 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ippd/hakensaki_bosyuu/ippd22020627.html 
 
5.【再掲】[外国出願補助⾦] JETRO（第 2 回公募開始） 
公募期間︓第 2 回 7 ⽉ 29 ⽇（⾦）17 時 00 分必着 
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html 
 
 
◆オンラインセミナー・説明会情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. 特許検索競技⼤会 2022（オンライン）参加申込受付中 
 
J-PlatPat や商⽤特許検索 DB を⽤い、特許調査の実務能⼒を競う⼤会です。今年度より試験監視システム導
⼊による認定（認定証の交付、表彰）が可能になりました。 
※2 コースとも参加費が必要です。 
 
申込期間︓7 ⽉ 1 ⽇(⾦) 〜 7 ⽉ 29 ⽇(⾦)  開催⽇時︓9 ⽉ 3 ⽇(⼟)   
10:30〜12:00 スチューデントコース／ 13:00〜17:00 アドバンストコース  
詳細︓https://www.ipcc.or.jp/contest/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.【IP ePlat】営業秘密関連コンテンツのご紹介 
 
INPIT の e-ラーニングサイト「IP ePlat」では営業秘密に関する無料の学習コンテンツを御⽤意しています。是⾮
御活⽤ください。 
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・『営業秘密 PR 動画』 
ビジネス上での営業秘密の重要性を⾝近に感じることができる、短編ドラマ仕⽴ての動画です。 
 
・『はじめての「営業秘密管理」』 
営業秘密の具体的な管理⼿法等について、わかりやすく解説しています。 
https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_r0701.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3.「特許調査実践研修（オンライン）」受講者募集︕ 
 
本研修では、講義のほか、実習、グループディスカッションに加え研修内容や⽇常業務の特許調査などについて、特
許審査官 OB である研修講師に個別に相談頂ける「お悩み相談室」を設け、しっかりとフォローアップさせて頂きま
す。御希望の⽅はお早めにお申込みください。 
 
募集期間︓7 ⽉ 1 ⽇（⾦）〜8 ⽉ 1 ⽇（⽉）17 時 00 分 
研修期間︓8 ⽉ 31 ⽇（⽔）〜 9 ⽉ 2 ⽇（⾦）（3 ⽇間） 
定員︓30 名（先着順）※定員に達し次第受付終了  受講料︓36,600 円（消費税込）  
https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jissen/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. 中⼩企業こそ知っておきたい海外ビジネスを成功させるブランド戦略（オンライン） 
 
海外進出にあたってブランド戦略にどのように取り組み、事業を成⻑させ、無形資産経営を実現していくかについて
の講演です。質問時間も設けられています。（参加費︓無料） 
⽇時︓7 ⽉ 26 ⽇（⽕） 16:00〜17:00 
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_k8FJbrdMShmjoY6vtHp-fg 
 
 
◆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 
 
 
 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
『イノベーションに寄与した⽇本の発明と知財戦略』 
 
特許庁は発明の⽇（4 ⽉ 18 ⽇）に関連して、「イノベーションに寄与した⽇本の発明」(注 1)として以下の 4 件
のパネル展⽰を同庁の 1 階で⾏いました。「QR コード」、「⾷器洗い乾燥機（⾷洗機）」、「微細藻類の培養技
術」、「冷却ジェルシート」です。 
 
今回はこの中から QR コード（⼆次元コード）を取上げ、その知財戦略について紹介します。 
 
今やいろんなところで⾒かける QR コードですが、元々は（株）デンソーによる発明です。その後、QR コード事業は
グループ会社の（株）デンソーウェーブに移管されています。 
 
（株）デンソーは、約 30 年前に⼀次元コードの記憶容量の限界を予測して、⼆次元コードの開発を決めました。
この発明のポイントは、QR コードの 3 隅に特徴的な模様を配置して、コードの向きと領域を正確かつ⾼速で把握
できるようにしたことです(注 2)。また、⼆次元コードの記憶容量は⼀次元コードの約 200 倍ですが、今でもこれを
超える⼆次元コードは発明されていないそうです。 
 
それでは、なぜ QR コードはこれほどまでに普及したのでしょうか。 
特許権を取得すれば、出願から 20 年間その発明を独占実施できますが、（株）デンソーはあえて誰でも特許発
明を無償実施できるように特許を開放しました。 
 
その代わりに、QR コードを使⽤する際に、同コードが同社の登録商標(注 3)であることを記載してもらうことにしまし
た。これにより QR コードが使⽤されて普及するにつれ、同社の知名度アップ、技術⼒のアピールにつながったとのこと
です。さらには、ユーザーのニーズが直接同社に届き、次の商品（コード読み取り機）やサービスの提供につながっ
たとのことです。 
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知財戦略と聞くと何やら難しいものとして敬遠しがちですが、このような⾝近な例をヒントに⼀度検討してみてはいか
がでしょうか。 
 
＜参考＞ 
注 1︓「イノベーションに寄与した⽇本の発明」の紹介  
https://www.jpo.go.jp/news/koho/innovation/index.html 
 
注 2︓特許第 2938338 号 
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-
2938338/D7E20D892706C61D315A4F3DE2CAB49279985148149A990E27090FB1414B7E
0B/15/ja 
 
注 3︓商標第 4075066 号 
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1995-
060813/7DC9ACA2FDFB92EA3A7338C2B4E8989D4C8959BB4407EBDF9EBAEE2CBE09BC
EB/40/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。 
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