
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） 

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
メールマガジン 知財座敷童（ざしきわらし）かわら版 Vol.348（2022.11.30)  
東北地域知財戦略本部（東北経済産業局知的財産室）  
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 
《本メールへの返信先》 
配信アドレスは送信専⽤です。返信の際は下記のアドレスへお願いいたします。  
tokkyo-chizai アットマーク meti.go.jp（注：アットマークを@にしてください。）   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＊＊＊ ⽬次 ＊＊＊ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆トピックス 
1. スタートアップ⽀援機関プラットフォーム「Plus」に INPIT が参加しました 
2. J-PlatPat メンテナンス実施のお知らせ 
3. 令和 4 年度弁理⼠試験統計について 
4. [特許庁]ビジネス関連発明の最近の動向について 調査結果を更新しました 
5.【再掲】予納に関する⼊⾦⼿段変更のお知らせ 
 
◆補助⾦情報 
1. [JETRO] 審査請求補助⾦ 公募中（期限を延⻑しました） 
 
◆オンラインセミナー・説明会情報 
1. [知的財産室]オンライン知財活⽤基礎セミナー「知的財産を活かして変わるわが社の未来！」を開
催します 
2.「つながる特許庁 in 広島」を開催します 
3. [特許庁]オンラインセミナー『オープンイノベーションにも「お作法」あり！⼤企業-スタートア
ップ連携における重要ポイントとは』 
4. [INPIT] 知財マネジメントセミナー（オンライン開催） 
5.【再掲】[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 
 
◆新型コロナウイルス関連⽀援 
◆プレスリリース 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
『極めて簡単でありふれた標章「R-1」』 
 
 
◆トピックス 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. 1. スタートアップ⽀援機関プラットフォーム「Plus」に INPIT が参加しました 
 
技術シーズを⽣かして事業化等に取り組むスタートアップを⽀援することを主な⽬的とする、スタ
ートアップ⽀援機関連携協定（通称「Plus “Platform for unified support for startups”」）に INPIT
が参加しました。 
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/startup_plus.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2. 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】 
12 ⽉ 9 ⽇（⾦曜⽇）19 時 00 分〜12 ⽉ 12 ⽇（⽉曜⽇）0 時 00 分 
https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/maintenance/notice.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. 令和 4 年度弁理⼠試験統計について 
 
令和 4 年度の弁理⼠試験について、職業別、都道府県別等の志願者統計データが公表されました。 
https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-tokei/document/2022/1_shigan.pdf 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. [特許庁]ビジネス関連発明の最近の動向について調査結果を更新しました 
 
ビジネス関連発明とは、ビジネス⽅法が ICT(Information and Communication Technology:情報通信
技術)を利⽤して実現された発明です。 
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https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
5. 【再掲】予納に関する⼊⾦⼿段変更のお知らせ 
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/yonou_oshirase.html 
 
 
◆補助⾦情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. [JETRO]審査請求補助⾦ 公募中（期限を延⻑しました） 
 
海外で特許の権利化を進めるにあたり、外国特許庁へ審査請求を予定している中⼩企業者等に対し
その経費の半額を助成します。 
公募期間：8 ⽉ 29 ⽇（⽉）〜12 ⽉ 16 ⽇（⾦）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. [知的財産室]オンライン 知財活⽤基礎セミナー「知的財産を活かして変わる わが社の未来！」
を開催します 
 
企業経営と知財活動の連動性を認識しながら実践に必要な知識やスキルを学ぶセミナーを開催しま
す。基調講演のほか、知財経営を実践した企業の活動事例発表、有識者によるパルディスカッション
を⾏います。是⾮御参加ください。 
（参加費：無料） 
 
開催⽇時：12 ⽉ 22 ⽇（⽊曜⽇）13 時 30 分〜16 時 00 分 
開催形式：オンライン形式（Cisco Webex） 
定員：50 名程度 
申込締切：12 ⽉ 16 ⽇（⾦曜⽇） 
申込・詳細 https://www.sato-pat.co.jp/contents/company/sousei-sendai.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.「つながる特許庁 in 広島」を開催します 
 
第 4 回⽬は、広島市にて、海外展開を視野に⼊れたブランド戦略について御紹介するほか、ブラン
ド戦略に⼒を⼊れている中国地域の企業の取組について情報発信します。 
（参加費：無料） 
 
開催⽇時：12 ⽉ 16 ⽇（⾦曜⽇）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：12 ⽉ 13 ⽇（⽕曜⽇）17 時 00 分まで 
詳細・申込 https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/hiroshima/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. [特許庁]オンラインセミナー『オープンイノベーションにも「お作法」あり！⼤企業-スタートア
ップ連携における重要ポイントとは』 
 
企業を取り巻く社会経済環境が⽬まぐるしく変化する中で、⼤企業が持続的な成⻑を実現するため
には、先進的な技術・サービスを保有するスタートアップと連携するオープンイノベーションの取
組が不可⽋です。本セミナーでは「モデル契約書」についても紹介します。 
 
開催⽇時：12 ⽉ 9 ⽇（⾦曜⽇）17:30〜18:30 
開催⽅法：Zoom によるオンライン開催 
https://www.nri.com/jp/news/event/lst/2022/mcs/startup_workshop/1117 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. [INPIT] 知財マネジメントセミナー（オンライン開催） 
【リアルな最新事例で学ぶ！強い経営・次の⼀⼿】 
 
INPIT では、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成功・失敗事例を基にしたケーススタディ研修教材を制作しました。この
教材を⽤いたセミナーをオンライン形式で開催します。是⾮御参加ください。(参加費：無料） 
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○第 1 回：2022 年 12 ⽉ 23 ⽇（⾦曜⽇） 
午前：10:00〜13:00 戦略的活⽤編 
午後：14:00〜17:00 トラブル対応編 
 
○第 2 回：2023 年 1 ⽉ 13 ⽇（⾦曜⽇） 
午前：10:00〜13:00 サステナブル経営編 
午後：14:00〜17:00 Next IP 編 
 
○第 3 回：2023 年 2 ⽉ 3 ⽇（⾦曜⽇） 
午前：10:00〜13:00 マーケティングミックス編 
午後：14:00〜17:00 海外事業展開編 
 
※午前のみ、午後のみの御参加も可能です。 
※全プログラムを受講いただいた⽅には修了証を進呈します。 
申込・詳細 https://www.ipms-seminar.inpit.go.jp/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
5.【再掲】[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 2 回） 
開催⽇時：12 ⽉ 15 ⽇（⽊曜⽇）13 時 00 分〜17 時 30 分 
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_car/topics/221031.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 広島」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 9 ⽉分速報） 
▼管内の経済動向（2022 年 9 ⽉分） 
▼東北地域鉱⼯業⽣産動向（2022 年 9 ⽉分速報） 
▼「TOHOKU DX ⼤賞 2022」受賞者を決定しました 
▼「地⽅創⽣☆政策アイデアコンテスト 2022」東北経済産業局⻑賞が決定しました！ 
▼2022 年 7〜9 ⽉期東北地域経済産業調査結果  
https://www.tohoku.meti.go.jp/ 
 
 
◆知財座敷童（ざしきわらし）語り部 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
『極めて簡単でありふれた標章「R-1」』 
 
最近の健康志向の⾼まりから、消費が伸びているヨーグルトですが、その中でも「強さ引き出す乳酸
菌」というフレーズで消費者によく知られている株式会社明治のヨーグルト「R-1」（注 1）が商標登
録されたという記事が新聞に掲載されました。 
 
当該商標は、数多ある乳酸菌の⼀つである 1073R1 乳酸菌名の⼀部の欧⽂字の「R」と数字の「1」
をハイフンで結合させた「R-1」を標準⽂字で表した商標です。 
 
特許庁からは、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章との判断で登録できないという理由（商標法第
3 条第 1 項第 5 号）で拒絶査定が出されましたが、特許庁に対して拒絶査定不服審判まで起こして、
拒絶査定を覆したという経緯があります。 
 
審決では、「R-1」という商標⾃体は、商品の種別や品番等を⽰すための記号を表したものとして、
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極めて簡単でありふれた商標と⾔わざるをえないと⽰した上で、当該名称は新聞やテレビ CM など
の広告で⻑年使⽤された結果、全国的な知名度（周知著名性）を獲得し、「識別⼒」を有する状態（消
費者がそれを⾒ただけで誰の商品か分かる（他の商品と区別できる）状態）になっているとして、 
商標法第 3 条第 2 項を適⽤し商標登録が認められました。 
ただし、その過程の中で指定商品を「乳製品」から、より実状に即した「ヨーグルト、ヨーグルト飲
料」に補正しています。 
 
今回の「R-1」のような極めて簡単な商標が登録されるのが、いかに困難であるかを痛感させられま
した。出願⼈である株式会社明治は、使⽤による識別性を主張するため、同製品の市場シェアや過去
の受賞歴に関する情報などの証拠資料を提出しています。これら資料をそろえるのに⾮常に多くの
時間と労⼒を要したことは想像に難くありません。 
 
このように、⼀⾒他社商品・サービスと区別できないシンプルな商標であっても、使⽤の結果識別⼒
を獲得すれば、商標登録される可能性はあります。皆様御⾃⾝が商標出願する際の参考にしていた
だければと思います。 
 
＜参考＞ 
注 1：商標登録第 6593375 号 
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2018-
147395/82B89BA6B119C4D02331F833C2CF758466F6A224CD5FB55B0BC4D0340048CC0F/40/j
a 
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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://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。 
  


