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1. 「おいしい東北パッケージデザイン展 2020」受賞デザインが実⽤化されました！ 
（秋⽥県：秋⽥県醗酵⼯業株式会社） 
 
優秀賞（秋⽥県知事賞）を受賞したデザインが 1800ml と 720ml の 2 種類、オンラインショップで
販売されています。 
https://www.oenon.jp/product/sake/junmai/ononokomachi-tokubetsujunmai.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. ⽇⽶協働調査試⾏プログラムについて 
 
現在実施中の第 3 期は、2024 年 10 ⽉ 31 ⽇まで延⻑されます。 
また、申請⼿続を簡素化し統⼀申請書を導⼊します。（従来の申請書も引き続き利⽤可能です） 
統⼀申請書を利⽤する場合、⽇本国特許庁⼜は⽶国特許商標庁の何れか⼀⽅の庁のみへの申請で⽇
⽶協働調査に参加することができます。 
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/nichibei.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. ノーベル賞と特許について 
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ノーベル賞の受賞対象のうちの多くは、論⽂に掲載されるような基礎研究的な成果ですが、研究過
程において特許出願がなされていることがよくあります。 
2022 年の⾃然科学研究者によるノーベル賞受賞者のうち、特許出願が確認できた⽅をご紹介します。 
https://www.jpo.go.jp/news/koho/nobelprize-patent/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. 予納に関する⼊⾦⼿段変更のお知らせ 
 
特許料や⼿数料等の納付⽅法の⼀つである「予納」について、「特許印紙による予納」をできる期限
が令和 5 年 3 ⽉ 31 ⽇となりましたのでお知らせします。 
今後、予納への⼊⾦⼿段は、書⾯の場合は「現⾦納付書」、インターネット出願ソフトの場合は「電
⼦現⾦」での⼊⾦となります。 
詳細 https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/yonou_oshirase.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
5. 令和 4 年度弁理⼠試験の結果について 
 
今年度は、志願者数 3,558 ⼈、受験者数 3,177 ⼈に対し、合格者数は 193 ⼈であり、合格率は 6.1％
となりました。 
https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-kekka/2022_shiken-kekka.pdf 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
6.【再掲】[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 
開催⽇時：11 ⽉ 19 ⽇（⼟曜⽇）13 時 00 分〜16 時 30 分 
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/densan-ver3/topics/221026.html 
 
 
◆補助⾦情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. IP ランドスケープ⽀援事業 (第 4 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：10 ⽉ 31 ⽇（⽉）〜11 ⽉ 25 ⽇（⾦）17 時 00 分まで 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. [JETRO]「冒認商標無効・取消係争⽀援事業」2 次公募中 
 
海外で現地企業に不当な⽅法及び不当な意図で商標権を出願または権利化された中⼩企業者等に対
する⽀援です。相⼿⽅の出願または権利を取り消すために⾃ら提起する係争活動に係る経費を助成
します。 
 
補助率：2/3（上限額：500 万円） 
申込期限：11 ⽉ 30 ⽇（⽔曜⽇） 
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark2.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. [JETRO]「防衛型侵害対策⽀援事業」2 次公募中 
 
海外で産業財産権に係る係争に巻き込まれた中⼩企業等に対し、対抗措置にかかる費⽤を助成しま
す。 
補助率：2/3（上限額：500 万円） 
申込期限：11 ⽉ 30 ⽇（⽔曜⽇） 
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas2.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4.【再掲】 [JETRO] 中間応答補助⾦ 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_2.html 
 
5.【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 
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◆オンラインセミナー・説明会情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. みやぎ知財セミナー 
「中⼩企業が⼤企業・⼤学・公的研究機関との共同研究契約で注意したいポイント」(オンライン） 
 
共同研究契約のほかに、共同出願契約や不実施補償等の実施料の⽀払を求められる等、中⼩企業側
の⽴場から注意すべきトラブル事例を紹介し、共同研究契約で注意したいポイントを中⼼に解説し
ます。 
 
開催⽇時：11 ⽉ 29 ⽇（⽕曜⽇）13 時 30 分〜15 時 30 分 
開催⽅法：オンライン（Zoom による配信予定） 
定員：50 名（先着順） 
参加費：無料 
申込締切：11 ⽉ 28 ⽇（⽉曜⽇） 
詳細・申込 https://zoom.us/webinar/register/WN_VSCqL9MaQwKtRSMAnpJPaA 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 初共催！特許庁 × Makuake 〜知的財産セミナー〜 
 
知的財産と、新商品・新規事業創出（「アタラシイ」）のための具体的⼿段とを⼀挙に学べるセミナー
です。 
 
開催⽇時：11 ⽉ 22 ⽇（⽕曜⽇）14 時 00 分〜15 時 00 分 
参加⽅法：Zoom ウェビナーによるオンライン配信 
参加費：無料 
対象：E コマースを活⽤した新商品展開を検討されている企業 
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/makuake_seminar.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. INPIT-KANSAI×TBK 海外知財オンラインセミナー 
 
欧州では「コンピュータ利⽤発明」の特許出願数が近年劇的に増加し、ますますその重要性が注⽬さ
れています。欧州特許庁（EPO）審査実務の動向、重要な判例、IoT・AI 関連発明の事例をご紹介い
たします。（参加費：無料） 
 
開催⽇時：12 ⽉ 2 ⽇（⾦）17 時 00 分〜18 時 30 分 
開催形式：オンライン Live 配信（Zoom） 
定員：100 名（先着順、定員に達し次第受付終了） 
https://www.inpit.go.jp/kinki/event/20221027.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. [東北経済産業局]【xEV の潮流】加飾技術の最新動向 徹底解説セミナー 
 
第 1 回は、プラスチック加飾技術の最近の動向をはじめ、⾃動⾞メーカーの加飾の取組やこれから
の加飾技術動向について、現物展⽰を⽤いながら御紹介します。 
第 2 回は、意匠等の知財対策の重要性、具体的な⼿続きについて⾃動⾞サプライヤーの事例も御紹
介します。 
 
開催⽇： 
第 1 回:11 ⽉ 22 ⽇（⽕曜⽇）15 時 10 分〜16 時 40 分（オンライン Teams） 
第 2 回:12 ⽉ 15 ⽇（⽊曜⽇）13 時 00 分〜17 時 30 分（ハイブリッド開催） 
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_car/topics/221031.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
5. [WIPO] 国際シンポジウム-若者と知財-（オンライン） 
 
若い世代の⽅々に知財やイノベーションの重要性を知っていただき、若い世代のイノベーションを
⽀え、⽀援する国内外の社会コミュニティーの取り組みについて紹介します。 
 
⽇時：11 ⽉ 29 ⽇（⽕）16 時 00 分〜18 時 00 分（予定） 
開催形式：オンライン（Zoom ウェビナー：⽇英同時通訳） 
参加費：無料 
https://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/news/2022/news_0037.html 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
6.【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）（参加費：無料） 
 
＜第 6 回＞「『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〜 
⽇時：11 ⽉ 30 ⽇（⽔曜⽇）13 時 30 分〜15 時 30 分 
開催形式：オンライン（定員 70 名程度） 
詳細・申込 https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/yamagata/news/103111111130.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＞ 
▼⽇⽶協働調査試⾏プログラムを 2 年間延⻑します 
▼⽇⽶協働調査試⾏プログラムの申請⼿続を簡素化します 
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/press_release/2022.html 
 
 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
『費⽤を安くする⽅法と落とし⽳』 
 
今回は特許をお得に取得するための情報をお届けいたします。 
 
既に御存じの⽅も多いですが、特許権を取得する経緯で必要な費⽤を抑える「減免制度」という制度
があります。特許を出願し、審査のために⽀払う審査請求料。通常だと 138,000 円に請求項数×4,000
円を加えた⾦額を⽀払う必要があります。かなりの⼤⾦ですよね。しかし要件を満たすことで、その
費⽤が最⼤ 1/4 にまで軽減されます。 
 
さらに、特許査定が出た後、第 1〜3 年分の特許料を⽀払うことで権利が発⽣しますが、その特許料
も、最⼤で 1/4 に軽減されます（注 1）。軽減制度は最⼤で第 10 年分までの特許料に適⽤されます
ので、かなりお得に権利を維持することができますね。 
 
また、該当する特許権の審査請求⽇が 2019 年 3 ⽉ 31 ⽇以前（旧減免制度）であれば、特許料の納
付時に減免制度を利⽤しなかったとしても、納付から 1 年以内であれば、減免された料⾦を返還し
てもらうことも可能です。 
 
ここで⼀点。注意事項です。もし減免制度の利⽤を御検討中であれば、該当する特許出願の審査請求
⽇をよく御確認ください。減免制度には旧減免制度と新減免制度が存在し、審査請求⽇によって利
⽤できる制度が異なります。申請書と納付書を提出することで軽減が認められる旧減免制度と、納
付書⼀枚で軽減が認められる新減免制度。注意すべきは新減免制度です。現在出願を検討している
⽅はこの新減免制度に該当します。 
この場合、納付書に軽減を適⽤する旨の⽂⾔を記載しないと、あとから軽減を適⽤することはでき
ません。ただの記載忘れだとしても、⼀度提出してしまうと取消しもできません。今まで、「料⾦を
安くする予定だったのに忘れてしまった！」という⽅々を多く⾒てきましたので、この落と 
し⽳にはまってしまった⽅々の無念を晴らすためにも、書類の御提出は慎重に。 
 
ただ、減免の⼿続⾃体は⾮常に簡単です。減免制度の利⽤要件は対象によって様々ですので、御興味
のある⽅は特許庁のホームページや「とうほく知的財産いいねっと」をぜひご覧ください。（注 2）
（注 3） 
 
＜参考＞ 
注 1：2019 年 4 ⽉ 1 ⽇以降に審査請求をした案件の減免制度 
（新減免制度）について（特許庁ホームページ） 



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） 

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html 
 
注 2：⼿数料等の減免制度について（特許庁ホームページ） 
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/index.html 
 
注 3：特許料等軽減制度（とうほく知的財産いいねっとホームページ） 
https://www.tohoku.meti.go.jp/chizai-enet/support/keigen/keigen.html 
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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 
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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。 
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※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。 
  


