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《本メールへの返信先》★メールアドレスが変更になりました。 
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。  
bzl-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。）   
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  トピックス     
  ━━━━━━∴ 
1. 東北地域知財戦略本部「本部員名簿」を更新しました 
 

東北地域知財戦略本部は、本部⻑である東北経済産業局⻑のほかに東北 6 県及び政令指定都市の
仙台市に加え、⼤学、企業等の有識者からなる計 24 名の委員で構成されています。本部員名簿を
更新しましたのでお知らせいたします。 
https://www.tohoku.meti.go.jp/chizai-enet/about_chizaihonbu/index.html 

 
2. パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト表彰式＆動画公開 
 

令和 4 年度パテントコンテスト／デザインパテントコンテストの表彰式をハイブリッドで開催い
たします。開催に先⽴ち、表彰式の PR 動画も公開されています。是⾮御覧ください。 
 
開催⽇時：3 ⽉ 13 ⽇（⽉曜⽇）13:30〜16:30 
開催形式：現地及びオンライン配信 
現地会場：KANDA SQUARE SQUARE HALL（東京都千代⽥区神⽥錦町⼆丁⽬ 2-1）  
https://www.inpit.go.jp/patecon/index.html 

 
3. 第 4 回 IP BASE AWARD 受賞者が決定しました！ 
 

特許庁は、知財で⽬覚ましい取組をしたスタートアップや知財専⾨家等のスタートアップ関係者
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を表彰する第 4 回「IP BASE AWARD」の受賞者を決定し、3 ⽉ 3 ⽇（⾦）に授賞式を開催します。 
今年度の応募総数 55 件の中から、グランプリと奨励賞が選ばれました。 
https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230227001/20230227001.html 
 

4. 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】3 ⽉ 24 ⽇（⾦曜⽇）19:00〜3 ⽉ 26 ⽇（⽉曜⽇）12:00 

※3 ⽉ 24 ⽇はヘルプデスクも 19:00 まで 
https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/maintenance/notice.html 

 
5. [再掲] 令和 5 年度弁理⼠試験受験案内について 
 

受験願書はインターネット請求のほかに、3 ⽉ 1 ⽇より下記の場所に配架いたします。 
 
交付期間：3 ⽉ 1 ⽇（⽔曜⽇）〜3 ⽉ 31 ⽇（⾦曜⽇） 
配架場所：仙台合同庁舎 B 棟 1 階 ⾏政情報プラザ パンフレットラック 
開庁時間：9:00〜17:00（⼟⽇祝⽇除く） 
https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/jukenannai.html 

 
∴━━━━━━━━━ 
  補助⾦・公募情報 
  ━━━━━━━━━∴ 
1. 成⻑型中⼩企業等研究開発⽀援事業(Go-Tech 事業)公募中 
 

中⼩企業者等が、ものづくり基盤技術・サービス⾼度化に向けて⼤学・公設試等と連携して⾏う、
研究開発及びその事業化に向けた取組を最⼤ 3 年間⽀援します。詳細は公募要領を確認ください。 
 
公募期間：2 ⽉ 22 ⽇（⽔曜⽇）〜4 ⽉ 20 ⽇（⽊曜⽇）17:00 
https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/koshin/kobo/2023/k230224002.html 
 

2. [再掲] [INPIT] IP ランドスケープ⽀援事業（第 6 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。 
例えば「経営計画の策定」や「販路拡⼤」「競争⼒の強化」「事業の転換」など、技術開発に限らな 
い様々なテーマ（経営・事業の課題）に対して御⽀援させて頂きます。 
そのような課題をお持ちの企業様等のお申込みをお待ちしております。 
 
公募期限：2 ⽉ 6 ⽇(⽉曜⽇)〜3 ⽉ 10 ⽇(⾦曜⽇) 17 時 00 分 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 

 
3. [再掲] 令和 5 年度 東北地⽅発明表彰募集開始（3/31 まで） 
 

公益社団法⼈発明協会では、科学技術の向上と産業の発展に寄与することを⽬的に、全国を 8 つ
のブロックに分け、各地域にて優れた発明等の完成、発明の実施化及び指導、奨励、育成に貢献し
た⽅々を称え表彰しています。東北管内では東北 6 県の地域協会とともに、東北地⽅発明表彰を
⾏っています。皆様の御応募をお待ちしています。 
 
応募期間：2 ⽉ 1 ⽇（⽔曜⽇）〜3 ⽉ 31 ⽇（⾦曜⽇）必着 
応募先：所在地の地域発明協会等 
詳細 http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/R5/chihatsu_boshuyoko.html 

 
4. [再掲]「新規輸出 1 万者⽀援プログラム」について 
 

現在の円安は、輸出を始める観点からは好機でもあります。この機を逃さず、これまで輸出したこ 
とがない企業の皆様でも、準備や商談等を速やかに進められるよう、12 ⽉ 16 ⽇より「新規輸出 1 
万者⽀援プログラム」を開始しました。御興味のある⽅は、下記より御登録ください。 

 
○新規輸出 1 万者⽀援プログラム ポータルサイト 
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https://www.jetro.go.jp/ichiman-export/ 
 
∴━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  オンラインセミナー、説明会情報 
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━∴ 
1. [IP ePlat]「実務者向け説明会」2022 年度版の御案内 
 

今回は、マルチマルチクレームの制限、新しいタイプの商標の審査基準、昨年改正された PCT 規
則改正の概要、WIPO の施策や審判制度のオンライン化等についての解説が追加されています。誰
でも無料で学べる e-ラーニングサイトですので、是⾮御活⽤ください。 
https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20230227.html 

 
2.「特許庁×LINK-J ライフサイエンス知財の学びシリーズ 〜知財権利取得と活⽤のキモ〜」 
（第 3 回／全 4 回）（参加費：無料） 
 

--産学官連携こそ社会実装の鍵！産学官連携ブースト編-- 
特許庁・INPIT・JST の⼤学向け⽀援施策紹介、東京⼤学における知財活動の取組紹介など、⼤学
の産学連携関係者、⼤学と連携する企業等が知っておくと役⽴つ実践的な内容を御紹介します。 
 
開催⽇時：3 ⽉ 9 ⽇（⽊曜⽇）17:00〜19:00 
開催形式：現地参加（⽇本橋ライフサイエンスハブ）及びオンライン（Zoom Webinar） 
定員：現地会場（50 名）、オンライン（1000 名） 
https://www.jpo.go.jp/support/daigaku/linkj_seminar.html 

 
3. 東北⼤学知的財産シンポジウム 2023  
「我が国の研究開発、社会実装の競争⼒強化に向けた国際オープンイノベーションの推進に向けて」 
 

我が国の⼤学・企業の研究開発、社会実装の競争⼒強化に向けた国際的なオープンイノベーショ
ンの推進について、経済安全保障にも配慮しつつ議論を深めるシンポジウムです。 
 
開催⽇時：3 ⽉ 13 ⽇(⽉曜⽇)14:00〜17:00 
開催形式：オンライン（Zoom ウェビナー） 
定員：400 名（申込順）／参加費：無料 
https://peatix.com/event/3499924/view 

 
 
∴━━━━━━━━━━━━━━ 
  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＞ 
▼第 4 回 IP BASE AWARD 受賞者が決定しました！ 
▼⻄村経済産業⼤⾂が世界知的所有権機関のタン事務局⻑ 
と会談を⾏いました 
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 
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━∴ 
『IP ランドスケープのすすめ』 
 
近頃、「データサイエンティスト」という職種をよく⽿にします。厚⽣労働省の職業情報提供サイト
“jobtag”によると、その仕事内容は「新たな商品やサービスを⽣み出したり、業務プロセスの⾰新の
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ため、⼤量に蓄積されたデータ（ビッグデータ）を分析する」とあります。 
ビッグデータを分析し、その情報を活⽤することにより、クライアントである企業（または⾃社内）
に改善点を提案したり、新しいビジネスの可能性を⾒出す職種です。情報収集するだけでなく、それ
らを分析し、どう⽣かしていくかの重要性が増している今、注⽬されている職種でもあります。 
 
知的財産についての情報の取扱いはどうでしょうか。 
新製品の開発に取り組む、新規市場への進出を検討するといった場合、競合する企業はあるのか、類
似する製品や技術の有無について、先⾏技術調査の実施、公開されている出願情報、類似特許などの
知財情報を確認することはこれまでも⾏われてきたと思います。 
 
それらの知財情報に、市場や事業についての分析情報を加味し、事業戦略や経営戦略に⽣かすのが
「IP ランドスケープ」です。⼤企業では導⼊が進んでおり、知財戦略策定のみならず、開発部⾨・
知財部⾨と経営層を繋ぐコミュニケーションツールとして活⽤されている事例もあるようです（注
1）。実施企業からは、開発部⾨、営業部⾨、経営層などの部⾨間の連携強化や、事業戦略の意思決定
に反映されるなどのメリットがあげられています。 
 
⼀⽅で、「IP ランドスケープは中⼩企業の⽅が実施しやすい」との調査報告もあります（注 2）。し
かしながら、分析ツール導⼊のコスト⾯、知財担当⼈材が確保できない等の事情で、興味はあるもの
の⼀歩踏み出せない企業もあると思います。 
そのような企業に向けて、INPIT では「IP ランドスケープ⽀援事業」を⾏っています（注 3）。今回
のメールマガジンでも御案内しておりますが、現在、3 ⽉ 10 ⽇までの第 6 次公募中です。この機会
に専⾨家の⽀援を受けてみるのも⼀案です。 
 
＜参考＞ 
注 1：特許庁「企業価値向上に資する 知的財産活⽤事例集」 
9 ページほか 
https://www.jpo.go.jp/support/example/document/chizai_senryaku_2022/all.pdf 
 
注 2：特許庁「経営戦略に資する知財情報分析・活⽤に関する 
調査研究の概要」 
https://www.jpo.go.jp/support/general/document/chizai-jobobunseki-report/chizai-
jobobunseki-overview.pdf 
 
注 3：：INPIT「IP ランドスケープ⽀援事業」 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 
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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 アドレスが変更になりました 
E-MAIL：bzl-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。 
 
 


