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◆トピックス 
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1.【知的財産室】令和 4 年度 TOHOKU デザイン創造・活⽤⽀援事業の参加企業及び対象商品決定！
対象商品のデザイナーを募集します（期限：9 ⽉ 26 ⽇まで） 
 
公募の結果、下記の参加企業とデザイン対象商品が決定しました。対象商品の実⽤化及び商品化に
向け、パッケージデザインを作成するデザイナーを募集します。 
下記詳細にて募集要項等を御参照の上、御応募ください。 
 
・株式会社松栄（岩⼿県⼤船渡市（岩⼿⼯場））  対象商品：乾燥早採わかめ 
・TRS ⾷品有限会社（岩⼿県釜⽯市）           対象商品：三陸⿂の⾻まで⾷べるお⿂セット 
・丸友しまか有限会社（岩⼿県宮古市）         対象商品：揚げかまぼこ 
・株式会社カネダイ（宮城県気仙沼市）         対象商品：冷凍パスタ 
・福島紅葉漬株式会社（福島県伊達市）         対象商品：阿武隈の紅葉漬 
 
公募期間：9 ⽉ 1 ⽇（⽊曜⽇）〜9 ⽉ 26 ⽇（⽉曜⽇）必着 
詳細：https://thk-package-design2022.go.jp/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 代理権の証明として委任状の写しの提出が可能になります 
 
任意代理⼈の代理権を証明する書⾯（いわゆる委任状）について、⾏政⼿続の利便性向上への対応と
して検討を⾏い、委任状の原本に加え、委任状の原本の写し（委任状の写し）の提出により代理権の
証明が可能になります。 
 
実施時期：令和 4 年 9 ⽉下旬より実施予定 
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/dairiken_shomei.html 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. 第 43 回知的財産管理技能検定 申込受付中 
 
知財マネジメントに関する技能の習得レベルを公的に証明するための国家試験です。1 級から 3 級
まであり、3 級は特別な受験資格が不要です。 
検定実施⽇：11 ⽉ 6 ⽇（⽇曜⽇） 
申込受付：9 ⽉ 27 ⽇（⽕曜⽇）まで 
https://www.kentei-info-ip-edu.org/schedule.html#43 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. 【再掲】J-PlatPat メンテナンス実施のお知らせ 
【全サービス停⽌⽇】9 ⽉ 22 ⽇（⽊曜⽇）19：00〜9 ⽉ 26 ⽇（⽉曜⽇）9：00 
https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/maintenance/notice.html 
 
5.【再掲】令和 4 年度「知的財産活動調査」へのご協⼒をお願いします！ 
https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/chizai_katudo/2022/index.html 
 
 
◆補助⾦情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. [外国出願補助⾦]⻘森県、岩⼿県 2 次公募中 
 
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、岩⼿県で 2 次公募が⾏わ
れていますので、是⾮御活⽤ください。 
 
＜⻘森県＞ 
公募期間：9 ⽉ 14 ⽇（⽔）〜10 ⽉ 18 ⽇（⽕）17 時 00 分必着 
詳細：⼀般社団法⼈⻘森県発明協会 
https://www.aomori-ipc.jp/news/news-10917/ 
 
＜岩⼿県＞ 
公募期間：8 ⽉ 26 ⽇（⾦）〜10 ⽉ 7 ⽇（⾦）16 時 00 分締切 
詳細：公益財団法⼈いわて産業振興センター 
http://www.joho-iwate.or.jp/fipr 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 令和 4 年度 IP ランドスケープ⽀援事業（第 3 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：9 ⽉ 12 ⽇（⽉）〜10 ⽉ 14 ⽇（⾦）17 時 00 分まで 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. 【再掲】[JETRO]審査請求補助⾦ 公募開始 
公募期間：8 ⽉ 29 ⽇（⽉）〜11 ⽉ 30 ⽇（⽔）17 時 00 分厳守（予算がなくなり次第終了） 
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_1.html 
 
 
◆オンラインセミナー・説明会情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. 令和 4 年度「知財×⾦融」シンポジウム（オンライン） 
 
地域⾦融機関による中⼩企業の本業⽀援を知財の切り⼝から後押しするためのシンポジウムをオン
ラインで開催します。 
＜開催⽇時＞ 
・9 ⽉ 27 ⽇（⽕）15:00〜17:00／現場発、成果につながる知財の活かし⽅（初級編） 
・10 ⽉ 6 ⽇（⽊）15:00〜17:00／取引先企業の本業⽀援に付加価値をつける（中級編） 
・10 ⽉ 14 ⽇（⾦）13:00〜15:00／取引先の強みを活かす⾦融機関の組織戦略（上級編） 
詳細・申込 https://chizai-kinyu.go.jp/event/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 「つながる特許庁 in 熊本」を開催します 
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地域と全国をつなげることで各地の知財の取組を全国へ発信するイベントを全国 6 都市で順次開催
します。第 1 回の開催地は熊本県熊本市です。開催地域における企業、⽀援機関等による知財の先
進的な取組事例を御紹介するほか、知財の気づきとなるセミナーを⾏います。（参加費：無料） 
 
開催⽇時：10 ⽉ 4 ⽇（⽕曜⽇）13 時 00 分〜16 時 30 分 
開催形式：現地参加及び YouTube Live 配信（要事前申込） 
事前申込：9 ⽉ 29 ⽇（⽊曜⽇）17 時 00 分まで 
詳細・申込 https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. [INPIT]（初級）知的財産権研修（第 2 回） 
 
知的財産に関連する業務に従事する職員等（特に知財初学者）を主な対象に、その業務遂⾏に必要な
基礎知識を習得していただく研修です。 
 
研修期間：11 ⽉ 15 ⽇（⽕曜⽇）〜17 ⽇（⽊曜⽇）（3 ⽇間） 
研修⽅法：オンラインリアルタイム 
定員：約 40 名（定員に達し次第終了） 
受講料：8,300 円（消費税込） 
申込期限：10 ⽉ 11 ⽇（⽕曜⽇）15 時 まで（必着） 
詳細 https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/gyosei/syo/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4.[INPIT]知財マネジメントセミナー『リアルな最新事例で学ぶ！強い経営・次の⼀⼿』 
 
企業の事業戦略の⽴案と知財マネジメントについて実践的な理解を深めるために、中⼩企業やスタ
ートアップの事例やケーススタディが学べるセミナーです。知財初学者の⽅も奮ってご参加くださ
い。 
 
開催⽇時：10 ⽉ 20 ⽇（⽊曜⽇）13 時 30 分〜16 時 40 分 
プログラム内容：デザイン・ブランド活⽤編 
会場：仙台ガーデンパレス 2 階 天平の間（仙台市宮城野区榴岡 4-1-5） 
定員：50 名（定員に達し次第受付終了） 
受講料：無料 
https://www.ipms-seminar.inpit.go.jp/ 
 
 
◆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＞ 
▼地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁」を開催します 
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/press_release/2022.html 
 
＜東北経済産業局＞  
▼旧簡易ガスみなしガス⼩売事業者の指定旧供給地点の指定の解除（東北経済産業局所管分）に対
する意⾒を募集します  
https://www.tohoku.meti.go.jp/ 
 
 
◆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 その 2』 
 
7 ⽉ 15 ⽇号に続き、今回はその 2 として「⾷器洗い乾燥機（⾷洗機）」を取上げ、その知財戦略につ
いて紹介します(注 1)。 
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今や、ロボット掃除機、ドラム式洗濯乾燥機と並んで「新・三種の神器」と呼ばれている⾷洗機です
が、1960 年に⽇本第 1 号を発売したのが、パナソニック(株)です(注 2)。 
 
初号機の発売当時、欧⽶での 70％以上という普及率に対して、⽇本では⾷洗機の普及が進んでいま
せんでした。同社は、普及が進まない理由の 1 つとして、⽇本の住宅はキッチンが狭く、⾷洗機を
置くスペースがないからであると考えました。 このように仮定した課題について、同社は、噴射ノ
ズル形状や噴射⼝の⾓度の⼯夫で、⾷器を密に並べても⾼温・⾼圧の⽔流が⾷器の隅々まで届くよ
うにし、「⾷洗機の⼩型化」というアプローチで解決しようとしました。 
さらに、かごを 2 段にし、多数で種々の形状の⾷器を収納できるような⼯夫も凝らし、コンパクト
だが収納⼒のある⾷洗器にするための改良を⾏いました。このように、顧客が求めているニーズや
課題がヒントとなって新たな発明が⽣みだされました。 
  
これらの技術については特許出願をしており、パナソニック(株)は、「事業の前に知財あり」とのス
ローガンをかかげ、⾃社の強みはしっかり知財で守るという戦略のもと、⾷洗機の新機種を出すた
びに、10 件程度の特許出願を⾏っているとのことです。 
 
同社の⾷洗器における特許出願は、「洗浄⼒」、「設置性」、「使い勝⼿」という３つの差別化ポイント
を軸に⾏われています。これにより、他社からの模倣を防⽌し、優位性のある地位を築くことができ
ています。参考として最近登録になった「洗浄⼒」に関する特許を⽰します(注 3)。 
同社の⾷洗機に関する特許出願を J-Plat Pat で調べてみると 1998 年以降だけで約 600 件あり、強
⼒な特許網を構築していることがうかがえます。 
 
このように、顧客視点で⾃社製品を振り返ってみて、⾃社製品・サービスの強みを明確にし、さらに
改良ができないか、そしてそれらをガードする特許網を構築する戦略について今⼀度検討してみて
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：安蔵 靖志「もう普及率 35％まで来た新「三種の神器」⾷器洗い乾燥機の進化」2021 年 3 ⽉
25 ⽇ ⽇経ビジネス電⼦版  
 
注 3：特許第 6895609 号 
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-
6895609/072FD30D005CF1D53F045749B1B46F4475C6B87D64D6AE874A29081BD8719120/15/
ja 
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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 
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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