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◆トピックス 
1. 特許印紙により特許料等を予め納付できる期限を令和 5 年 3 ⽉ 31 ⽇とします 
2. 審判⼿続の証拠の写し等の DVD-R による提出が可能になります 
3. [東北経済産業局]TOHOKU CRAFT 学⽣コラボプロジェクト発表会を開催します 
 
◆補助⾦情報 
1. [JETRO] 中間応答補助⾦ 公募中 
2. I-OPEN PROJECT22 参加者募集中 
3.【再掲】[JETRO] 審査請求補助⾦ 公募中 
 
◆オンラインセミナー・説明会情報 
1.【再掲】令和 4 年度『知財活⽤経営セミナー』（⼭形県知財総合⽀援窓⼝主催）の御案内 
2.「つながる特許庁 in KANSAI」を開催します 
3.【再掲】（上級）特許調査研修（審査官の視点に近づこう！）第 2 回受講者募集 
 
◆新型コロナウイルス関連⽀援 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
『建築物を保護する制度』 
 
 
 
◆トピックス 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. 特許印紙により特許料等を予め納付できる期限を令和 5 年 3 ⽉ 31 ⽇とします 
 
「予納制度」について、従来は⼊⾦⼿段が特許印紙に限られていましたが、改正法において、特許印
紙ではなく現⾦（銀⾏振込等）とすることとしました。これに伴い、⼿続者が新制度への経過措置を
定め、令和 5 年 3 ⽉ 31 ⽇までの間に限って、引き続き特許印紙による予納が可能です。 
https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221014003/20221014003.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 審判⼿続の証拠の写し等の DVD-R による提出が可能になります 
 
2022 年 11 ⽉ 1 ⽇より、無効審判等の当事者系審判及び異議申⽴事件などにおける証拠の写し等を
提出する場合に、書⾯（紙）に代えて DVD-R に記録したもので提出することが可能となります。 
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shoko_dvd-r.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. [東北経済産業局]TOHOKU CRAFT 学⽣コラボプロジェクト発表会を開催します 
 
東北経済産業局では、東北地域の⼯芸品産地における新商品開発の意識を⾼めるとともに、知的財
産制度の普及・活⽤促進を図るため TOHOKU CRAFT 学⽣コラボプロジェクト発表会を開催します。 
 
開催⽇時：11 ⽉ 19 ⽇（⼟曜⽇）13 時 00 分〜16 時 30 分 
開催場所：秋⽥県⽴美術館 県⺠ギャラリー（秋⽥県秋⽥市中通 1 丁⽬ 4-2） 
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/densan-ver3/topics/221026.html 
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◆補助⾦情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. [JETRO] 中間応答補助⾦ 公募中 
 
外国へ特許出願を⾏った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中⼩企業等に対
し、外国出願の中間応答に要する費⽤の 1/2 を助成します。 
 
公募期限：11 ⽉ 30 ⽇（⽔曜⽇）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_2.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. [特許庁] I-OPEN PROJECT22 参加者募集中 
 
I-OPEN PROJECT 22 では、知財を活⽤して未来を切りひらくリーダーとその活動を伴⾛⽀援する
サポーターの専⾨家を募集します。 
社会課題解決に取り組んでいるスタートアップ企業、⾮営利法⼈や個⼈で活躍中の皆様、熱意のあ
るリーダーに伴⾛⽀援いただける事業者や専⾨家の皆様は是⾮御応募ください。 
 
応募期限：11 ⽉ 7 ⽇（⽉曜⽇） 
募集数：企業 10 社程度／専⾨家 20 名程度 
詳細 https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/i-open/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3.【再掲】[JETRO]審査請求補助⾦ 公募中 
公募期限：11 ⽉ 30 ⽇（⽔曜⽇）17 時 00 分厳守 
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.【再掲】令和 4 年度『知財活⽤経営セミナー』（⼭形県知財総合⽀援窓⼝主催）の御案内（参加費：
無料） 
 
※第 5 回：⼭形県⾼度技術研究開発センター2 研修室（定員 30 名程度）＋オンライン（定員 70 名
程度）開催 
※第 6 回：オンライン（定員 70 名程度）開催 
 
＜第 5 回＞ 
⽇時：11 ⽉ 11 ⽇（⾦曜⽇）13 時 30 分〜15 時 00 分    
内容：「ビジネスあるある問題解決セミナー」〜もうけるつもりが⼤失敗！知らなきゃ損する知財の
知識〜 
講師：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株) ⽯⿊⼀夫 ⽒ 
 
＜第 6 回＞ 
⽇時：11 ⽉ 30 ⽇（⽔曜⽇）13 時 30 分〜15 時 30 分 
内容：「『持ち味』を活かす経営セミナー」〜会社の成⻑は「持ち味」を知ること、活かすこと〜 
講師：(有)ツトム経営研究所 所⻑ 森下勉 ⽒ 
 
詳細・申込 https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/yamagata/news/103111111130.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.「つながる特許庁 in KANSAI」を開催します 
 
第 3 回⽬は、⼤阪市にて、知財活⽤を通じた社会課題解決の実現に関する特許庁の取組を御紹介す
るほか、関⻄地域の企業等による共創やイノベーションの取組について知財戦略の観点を交えなが
ら情報発信します。（参加費：無料） 
 
開催⽇時：11 ⽉ 14 ⽇（⽉曜⽇）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：11 ⽉ 9 ⽇（⽔曜⽇）17 時 00 分まで 
詳細・申込 https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/kansai/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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3.【再掲】（上級）特許調査研修（審査官の視点に近づこう！）第 2 回 受講者募集 
研修期間：12 ⽉ 19 ⽇（⽉曜⽇）〜12 ⽉ 20 ⽇（⽕曜⽇） 
     12 ⽉ 22 ⽇（⽊曜⽇）〜12 ⽉ 23 ⽇（⾦曜⽇）4 ⽇間 
研修⽅法：オンライン（配信環境：Zoom ）及び実地研修 
定員：機械・装置、化学（⾼分⼦）、電気・電⼦ 各 10 名程度 
受講料：43,000 円（消費税込） 
募集期間：11 ⽉ 9 ⽇（⽔曜⽇）まで 
詳細：https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jyou/index.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＞ 
▼地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁 in KANSAI」を開催します！ 
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 8 ⽉分速報） 
▼管内の経済動向（2022 年 8 ⽉分） 
▼東北地域鉱⼯業⽣産動向（2022 年 8 ⽉分速報） 
https://www.tohoku.meti.go.jp/ 
 
 
 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
『建築物を保護する制度』 
 
建築物を保護する制度には、意匠権、著作権、⽂化財があります。 
2020 年 4 ⽉の改正意匠法施⾏により、建築物や内装のデザインも保護対象となったことは御存じの
とおりです。建築物の意匠登録第 1 号となったアパレル企業の商業⽤建築物や、内装の意匠登録第
1 号となった回転寿司店の内装など、話題となった意匠はニュース等で⽬にしたことがあるかもし
れません。 
 
改正法施⾏から 2 年以上経過し、その後の出願動向について特許庁は 10 ⽉ 3 ⽇現在のデータを公
表しました(注 1)。それによりますと、新たな保護対象のうち、これまで建築物の出願件数は 865 件、
登録件数は 498 件となっています。 
 
著作権によっても建築物が保護されますが、対象はいわゆる“建築芸術”を指すといわれ、⼀般的な建
築物が著作物として認められるのはかなりハードルが⾼いものとなります。 
 
また、⽂化的、歴史的観点から建築物に御興味のある⽅もいらっしゃると思います。歴史的建造物を
保護する制度は「⽂化財」です。原則として建設後 50 年を経過した建築物（ほかにも要件がありま
す）を、所在する地⽅公共団体を通じて登録申請するものです(注 2）。 
 
このように⾊々な制度がありますが、改正意匠法により、建築物が新たに意匠法の保護対象となっ
たことで、商業ビルなど⼀般的な建築物も含めて権利⾏使が可能になった反⾯、模倣等の権利侵害
にも留意する必要があります。他者の権利に抵触していないかを J-PlatPat で確認できますが、その
際に「⽇本意匠分類/D ターム」の項⽬での絞り込みが便利です。 
 
例えば、住宅の意匠について調べたい場合、J-PlatPat で「意匠に係る物品/物品名/原語物品名」欄
に「住宅」を⼊⼒し検索すると 580 件以上該当しますが、「⽇本意匠分類/D ターム」欄で「L321」
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（住宅）で絞り込むと 270 件ほどになります。 
さらに「除外キーワード」欄に「組み⽴」「組⽴」を⼊⼒し、組⽴家屋等を除外すると 250 件程度ま
で絞り込まれます。他にも「橋りょう（L25010）」、「店舗（L324）」などのように種別を指定して検
索することが可能です(注 3)。 
 
＜参考＞ 
注 1：特許庁「改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向」 
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsuga
n-jokyo.pdf 
 
注 2：⽂化庁「登録有形⽂化財登録基準」 
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/yukei_kenzobutsu/toroku_yukei_kijun.html 
 
注 3：特許庁「画像・建築物・内装の意匠 調査⽅法マニュアル」 
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/image-
chosa-manual.pdf 
 
 
━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。 
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