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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. 令和 4 年度 TOHOKU デザイン創造・活⽤⽀援事業（参加企業募集） 
 
「商品のパッケージを改善したい」「新商品のパッケージを検討中」という企業の商品を東北 6 県か
ら募集し、後に公募で選定されるデザイナーと企業とをマッチングし、 顧客訴求⼒のあるパッケー
ジの作成・実⽤化を⽀援する事業です。参加企業等（パッケージデザイン対象となる商品）を募集し
ますので、是⾮御応募ください。 
公募期限：8 ⽉ 12 ⽇（⾦曜⽇) 
https://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/220719.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 海外からの模倣品流⼊への規制強化について 
 
令和 4 年 10 ⽉ 1 ⽇に模倣品の⽔際取締りが強化されます。令和 3 年 5 ⽉の商標法及び意匠法の改
正、令和 4 年 3 ⽉の関税法の改正を受け、海外の事業者が郵送等により⽇本国内に持ち込む模倣品
が「輸⼊してはならない貨物」として、税関の取締りの対象となりました。 
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/kisei.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3.「特許⾏政年次報告書 2022 年版」を取りまとめました 
 
特許庁は、知的財産制度に関⼼を持ち理解を深めていただくために、知的財産をめぐる国内外の動
向と特許庁の取組について取りまとめました。是⾮御覧ください。 
https://www.meti.go.jp/press/2022/07/20220727002/20220727002.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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◆補助⾦情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.「J-Startup TOHOKU」追加選定のための推薦公募開始 
 
将来の⾶躍・⾼い成⻑可能性を秘めたスタートアップ企業の更なる掘り起こしを⽬指し、J-Startup 
TOHOKU 企業の追加選定を⾏います。 
推薦期間：7 ⽉ 21 ⽇（⽊曜⽇）〜9 ⽉ 30 ⽇（⾦曜⽇） 
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_shinki/topics/220721.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 令和 4 年度 中⼩企業知財経営⽀援⾦融機能活⽤促進事業（公募開始） 
 
中⼩企業の事業について知財の観点から評価・成⻑⽀援提案をする事業です。⾦融機関による中⼩
企業の経営⽀援を推進することを⽬的としています。 
公募期間：7 ⽉ 22 ⽇（⾦曜⽇）〜10 ⽉末まで（予定採択件数に達し次第、公募受付終了） 
https://chizai-kinyu.go.jp/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. 令和 4 年度 IP ランドスケープ⽀援事業（第 2 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御提案します。 
公募期限：8 ⽉ 26 ⽇（⾦）17 時 00 分まで 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4.【再掲】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 
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 
 
 
◆オンラインセミナー・説明会情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト オンラインワークショップ、オンライン相
談会を開催します！ 
 
応募のアイデアがうまくまとまらない、応募⼿続き等に不安がある、といった⽅々の疑問に⼀つ⼀
つお答えします。学校単位やお友達同⼠のグループ単位での開催が可能です。 
参加費は無料です。（完全予約制・事前申し込みが必要） 
 
⽇時：6 ⽉ 27 ⽇（⽉）〜9 ⽉ 28 ⽇（⽔）の御希望の⽇の 

10 時 00 分〜17 時 00 分の間で 30 分程度 
https://www.inpit.go.jp/patecon/summer2022_02.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.【IP ePlat】パテントコンテスト・デザインパテントコンテスト関連動画を公開！ 
 
令和 4 年 9 ⽉ 30 ⽇(⾦)まで募集中のパテントコンテスト・デザインパテントコンテストについて、
特許庁⻑官賞の概要や応募⽅法に関する解説動画を掲載いたしました。 
発想法についての解説動画と併せて御視聴ください。 
https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_r0627.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3.【IP ePlat】コンテンツリリースのお知らせ（令和 4 年 7 ⽉） 
 
INPIT の e-ラーニングサイト「IP ePlat」にて、「国際知財関連契約で知っておきたいポイント（第
3 部）」の動画教材がリリースされました。是⾮御視聴ください。 
https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_20220725.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 
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◆プレスリリース  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
＜特許庁＞ 
▼「特許法等の⼀部を改正する法律の⼀部の施⾏期⽇を定める政令」及び「特許法等関係⼿数料令の
⼀部を改正する政令」が閣議決定されました 
▼世界各国との間で知財分野の国際協⼒を前進させました- 第 63 回世界知的所有権機関（WIPO）
加盟国総会の結果について 
▼「特許⾏政年次報告書 2022 年版」を取りまとめました 
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/press_release/2022.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 5 ⽉分速報） 
▼管内の経済動向（2022 年 5 ⽉分） 
▼東北地域鉱⼯業⽣産動向（2022 年 5 ⽉分速報） 
▼「J-Startup TOHOKU」の追加選定を⾏います  
▼「副業・兼業」を含む多様な⼈材の活⽤・確保・定着に向けた各種イベントを開催していきます！   
https://www.tohoku.meti.go.jp/ 
 
 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
『オープン・クローズ戦略』 
 
あくまで個⼈的な感想ですが、発売⽇から⻑い間経過しても不思議と価格が下がらないと感じてい
る製品が 2 つあります。その 1 つはインテル社製の CPU で、2 つ⽬がアップル社製のスマートフォ
ンです。皆さんの感想は如何でしょうか？ 
 
この 2 つの商品が⾼価格を維持できている理由の 1 つに、『これらの製品が、所謂「オープン・クロ
ーズ戦略」を巧みに活⽤して事業活動を⾏った結果である』という分析があります。最近でも時折⽿
にする、この「オープン・クローズ戦略」とはどのようなものなのかを御紹介します。 
 
「オープン・クローズ戦略」は、『⾃社の知的財産のうち、収益の源泉であるコア部分については秘
匿または特許などによる独占排他権を実施（クローズ化）し、それ以外の周辺部分はライセンスや無
償実施許諾などによって市場を拡⼤（オープン化）する事業戦略』と説明されています。 
 
冒頭の 1 つ⽬、インテル社の場合、パソコンのマザーボードを規格化し、レイアウトなどの仕様を
公開（オープン化）することで、アジアなどのメーカー企業の参⼊を促し、価格低下によりパソコン
を⼤量普及させました。⼀⽅で、基幹部品である CPU に関する技術は秘匿（クローズ化）すること
で、市場拡⼤の享受を受けつつ、コスト競争にさらされることなく⾃社 CPU の販売拡⼤を果たしま
した。 
 
ここで紛らわしいのは、この「オープン・クローズ戦略」では知的財産権が関係しているため、“特
許出願をして権利化（オープン化）する技術と特許出願せずに秘匿（クローズ化）する技術とを適切
に選定して⾏う知財実務上の出願戦略”をイメージしてしまいがちということです。 
 
これらの 2 つの戦略は似ていますが実は異なり、時折私たちを混乱させます。この点、上⼿く整理
されている動画サイト（注 1）があります。この動画では、「オープン・クローズ戦略」には“事業戦
略におけるオープン・クローズ戦略”と“特許⼿続きにおけるオープン・クローズ戦略”という 2 通り
の意味がある（しかも、どちらも間違いではない）ので、⾔葉の響きの関係で誤解され易く、注意が
必要であると紹介されています。 
 
同じ知財関係の仕事をしている仲間同⼠でさえ、異なる戦略をイメージしながら会話すると話がか
み合わず、最悪、仲たがいを⽣じさせることもあり得ます。この「オープン・クローズ戦略」に関す
る話をしていて「あれ、なんかおかしいぞ？」という違和感が⽣じたら、相⼿がどちらの戦略のこと
を話しているのか⼀度確認をしてみると良いと思います。 
 
＜参考＞ 
注 1：中国経済産業局「もうけの花道」 動画「オープンクローズ戦略について#96」 
https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/open_close.html 
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書籍：⼩川紘⼀「オープン＆クローズ戦略 ⽇本企業再興の条件 増補改訂版」翔泳社、2015 年 
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〒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 
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★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。 
  


