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◆トピックス 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. [PCT] 国際出願関係⼿数料改定のお知らせ 
 
9 ⽉ 1 ⽇より、国際出願関係⼿数料が改定されます。9 ⽉以降に本⼿数料の納付をする場合は御注意
願います。 
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. TOHOKU DX ⼤賞 2022 の募集を開始します！ 
 
デジタル技術を駆使して DX に挑戦する企業（個⼈事業主含む）や、DX に資する⼈材育成等の⽀援
を積極的に展開している企業・団体の皆様からの御応募をお待ちしております！ 
応募期限：9 ⽉ 30 ⽇（⾦曜⽇） 
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_joho/topics/220729.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. J-PlatPat メンテナンス実施のお知らせ 
 
下記の期間はメンテナンス等のため、J-PlatPat 全サービスを停⽌いたします。 
【全サービス停⽌⽇】 8 ⽉ 27 ⽇（⼟曜⽇）9:00〜8 ⽉ 28 ⽇（⽇曜⽇）21:00 
https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/maintenance/notice.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. 特許情報分析⽀援事業 2021 年度⽀援事例集を公表しました 
 
特許情報の分析のイメージをつかみたい⽅は、過去の⽀援事業の事例集とあわせて是⾮御覧くださ
い。 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html#shiryo 
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◆補助⾦情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.【再掲】「J-Startup TOHOKU」追加選定のための推薦公募開始 
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.【再掲】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） 
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. 【再掲】令和 4 年度 IP ランドスケープ⽀援事業（第 2 回公募中） 
公募期限：8 ⽉ 26 ⽇（⾦）17 時 00 分まで 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 
 
 
◆オンラインセミナー・説明会情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.「令和 4 年度いわて知的財産権セミナーin 釜⽯」を開催します 
（主催：岩⼿県、⼀般社団法⼈岩⼿県発明協会） 
 
『「地域特産品のブランド化」の推進、でも、そのネーミング⼤丈夫ですか！?』と題して、商標権侵
害リスクや地域団体商標等について分かりやすく説明いたします。 
是⾮お申込みください。（参加費：無料） 
 
⽇時：8 ⽉ 26 ⽇（⾦曜⽇）13:30〜15:50（セミナー）／16:00〜17:00（個別相談会） 
場所：釜⽯・⼤槌地域産業育成センター（釜⽯市平⽥ 3-75-1） 
定員：30 名程度（先着順）  
対象：市および県等の⾏政機関、商⼯等⽀援団体、⾦融機関の⽅々、⼀般の⽅ 
申込：事前申込が必要です。詳細は下記 URL を御覧ください。 
https://www.iwate-hatsumei.org/data/seminer_20220808.pdf 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 2022 年度知的財産権制度説明会（初⼼者向け）＜オンライン配信＞ 
 
これから知的財産権を学びたい⽅、企業等で知財部⾨に新しく配属された⽅などの初⼼者が対象で
す。特許庁の産業財産権専⾨官が知的財産権制度の概要を中⼼にわかりやすく説明した動画を、IP 
ePlat でオンライン配信します。 
https://www.inpit.go.jp/setsumeikai/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3.【再掲】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！ 
https://www.inpit.go.jp/patecon/summer2022_02.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 
 
 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
『コロナ禍における特許等の開放』 
 
早いもので、新型コロナウイルスが蔓延して 3 度⽬の夏を迎えています。個⼈的には、今年の夏こ
そマスクを着⽤せず過ごせるのではないかと淡い期待を抱いていましたが、折しもオミクロン変異
株「BA.5」による第７波が到来し、さらに「BA.2.75（別名“ケンタウロス”）」に置き換わり始めてい
るとの報道もあり・・・コロナとの闘いはもう少し続きそうです。 
 
このコロナ禍を振り返りつつ、今回は知財関連の２つのトピックを取り上げたいと思います。 
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1 つ⽬は、「COVID-19 と戦う知財宣⾔（知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策⽀援宣⾔）」
(注 1)です。これは、⽇本のスタートアップベンチャーの⽅が発案した取組で、この取組に賛同した
企業は、コロナ終息という⽬的のためには⼀定期間、産業財産権の権利⾏使を⾏わないことを宣⾔
しています。これにより、宣⾔知財を利⽤したフェイスシールドの開発など、ウイルス対策に資する
発明が促されているようです。 
 
発起⼈ 20 社で始まったこの取組も、現在では賛同企業が 102 社、対象となる特許数は 92 万件を超
えているのですが、世界保健機関（WHO）がコロナ終結を宣⾔するまで続けられることになってい
ます。この取組を始めるにあたっての思いや経緯などは、特許庁の広報誌「とっきょ」に掲載されて
おります(注 2)。 
 
また、当該取組により開放されている知財は、INPIT の「開放特許情報データベース」(注 3)で「COVID
対策⽀援宣⾔特許」、または「新型コロナウイルス対策関連特許」をキーワードとして検索すると調
べることができます。（検索、閲覧だけではなく、登録も無料のサービスです。） 
 
２つ⽬は、新型コロナウイルスワクチンの特許に関連するものです。今年 6 ⽉ 12 ⽇〜17 ⽇に開催
された世界貿易機関（WTO）の閣僚会議において閣僚宣⾔が採択され、新型コロナウイルスワクチ
ンの特許については、TRIPS 協定の義務を⼀部免除する合意が盛り込まれました(注 4）。 
これにより、5 年間という期限はあるものの、発展途上国が特許権者の同意を得ることなく、新型コ
ロナウイルスワクチンの製造や輸出が可能となりました。今回の合意はあくまで「ワクチン」に特化
したものであり、診断や治療法については 6 ヶ⽉以内に結論を得るべく、さらに話し合いが続けら
れているようです。この議論の⾏⽅も⾒守りたいと思います(注 5)。 
 
夏休みやお盆時期ということもあり、遠出される⽅も多いことと思います。適切な感染対策を取り
ながら、ポストコロナを⾒据え、もうひと踏ん張りいたしましょう。 
 
＜参考＞ 
注 1：知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策⽀援宣⾔ 
https://www.gckyoto.com/covid-3 
 
注 2：「“コロナ禍”に負けない！開放特許という考え⽅」 
『とっきょ』Vol.46、2020 年 11 ⽉ 
https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/back/index.html#backnumber_vol46 
 
注 3：INPIT 開放特許情報データベース 
https://plidb.inpit.go.jp/ 
 
注 4：WTO Ministerial Conference Twelfth Session： 
「MINISTERIAL DECISION ON THE TRIPS AGREEMENT」 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/30.pdf&Open=
True 
 
注 5：JETRO NY「TRIPS ウェイバー閣僚決定に対する⽶国内の反応」 
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220721.pdf 
 
＜参考⽂献＞ 
雑誌：⻄⼝博之「新型コロナワクチンと特許制限―強制実施権に関連してー」『パテント』Vol.73, 
No.12、2020 年 11 ⽉ 
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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://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/30.pdf&Open=True
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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。 
  


