
 

   

 

【関東経済産業局】広域関東圏知的財産戦略本部メールマガジン 

 ３１６号（2022年 7 月 14 日発行） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■□ 目次 □■  

１.【お知らせ】特許法施行規則等の一部を改正する省令（令和 4年 6 月 30 日 

経済産業省令第 58号）について（特許庁） 

２.【お知らせ】「イノベーションに寄与した日本の発明」を紹介します（特許庁） 

３．【お知らせ】地域団体商標「掛川抹茶」（静岡県）、「狭山茶」（埼玉県）が 

登録されました！（特許庁） 

４.【イベント】「ジュニアイノベーションフェス あつまれ！タイムトラベル 

ツアー」を開催します（特許庁） 

５.【セミナー】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」のご案内（INPIT） 

６.【お知らせ】IP ePlat 営業秘密 PR 動画のご紹介（INPIT） 

７.【お知らせ】「特許検索競技大会 2022」の参加申込受付中です（IPCC） 

８.【お知らせ】「令和４年度成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）」 

の追加公募を開始しました（関東経済産業局） 

  

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１.【お知らせ】特許法施行規則等の一部を改正する省令（令和 4年 6 月 30 日 

経済産業省令第 58号）について（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/tokkyo/tokkyohou_20220

630.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

特許法施行規則等の一部を改正する省令（令和 4年 6月 30 日経済産業省令第 58 号） 

が公布されました。本省令は、特許協力条約に基づく規則（以下「PCT 規則」とい 

う。）の改正（令和 4 年 7月 1 日発効）に伴い、特許法施行規則（昭和 35 年 

通商産業省令第 10号）等関係省令について所要の改正を行うものです。 

 

○改正の詳細についてはこちらのページをご覧ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/tokkyo/tokkyohou_2022063

0.html 

 

○お問い合わせ先 

特許庁 総務部 総務課 制度審議室 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/tokkyo/tokkyohou_20220630.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/tokkyo/tokkyohou_20220630.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/tokkyo/tokkyohou_20220630.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/tokkyo/tokkyohou_20220630.html


 

   

 

電話：03-3581-1101 内線 2118 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２.【お知らせ】「イノベーションに寄与した日本の発明」を紹介します 

（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/innovation/index.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

以下 4 つの事例について、開発秘話をご紹介しています。 

日本で初めて開発され世界に拡がった発明等の開発経緯を知っていただくことで、 

イノベーションを創出する発明を生み出す意欲へつないでいただければ幸いです。 

 

・「QRコード」（株）デンソーウェーブ 

・「食器洗い乾燥機」パナソニック（株） 

・「微細藻類の培養技術」（株）ユーグレナ  

・「冷却ジェルシート」小林製薬（株） 

 

○詳細ついてはこちらのページをご覧ください。 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/innovation/index.html 

 

○お問い合わせ先 

特許庁 総務部 総務課 広報室 

電話：（代表）03-3581-1101 内線 2108 

FAX：03-3593-2397 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３.【お知らせ】地域団体商標「掛川抹茶」（静岡県）、「狭山茶」（埼玉県） 

が登録されました！（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.

html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

地域団体商標制度は、地域の産品等について事業者の信用の維持を図り、「地域 

ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として平成 18年 4月 1 日に導入 

されました。「地域ブランド」として用いられることが多い「地域名 ＋ 商品 

（サービス）名」からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。 

このたび関東管内で以下の地域団体商標が登録されましたのでお知らせします。 

  

https://www.jpo.go.jp/news/koho/innovation/index.html
https://www.jpo.go.jp/news/koho/innovation/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.html


 

   

 

・商標：掛川抹茶（かけがわまっちゃ） 

・権利者：掛川茶商協同組合、掛川市農業協同組合、遠州夢咲農業協同組合 

・都道府県：静岡県 

  

・商標：狭山茶（さやまちゃ） 

・権利者：いるま野農業協同組合 

・都道府県：埼玉県 

  

○地域団体商標登録案件一覧についてはこちらをご覧ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.ht

ml 

○【参考】地域団体商標制度 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/index.html 

  

○お問い合わせ先 

特許庁 審査業務部 商標課 地域ブランド推進室 

電話：03-3581-1101 内線 2828 

FAX：03-3588-8503 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４．【イベント】「ジュニアイノベーションフェス あつまれ！タイムトラ 

ベルツアー」を開催します（8/3～8/4）（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kidsday/jif2022.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和 4 年度こども霞が関見学デーのイベントとして、オンラインイベント「ジュ 

ニアイノベーションフェス あつまれ！タイムトラベルツアー」が開催されます。 

こどもたちが楽しみながら学び、様々な視点を得て創造性を育むことができる 

3 種類のワークショップを用意しています。是非ご参加ください。 

 

○日付：2022年 8 月 3日（水）、4日（木） 

○時間：10：00～16：00（各回 45 分間のワークショップ） 

○開催形式：オンライン（Microsoft Teams） 

○対象：小・中学生（保護者の付き添い可） 

○申し込み等、詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/kidsday/jif2022.html 

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/index.html
https://www.jpo.go.jp/news/koho/kidsday/jif2022.html
https://www.jpo.go.jp/news/koho/kidsday/jif2022.html


 

   

 

○お問い合わせ先 

特許庁 総務部 総務課 広報室 

電話：（代表）03-3581-1101 内線 2108 

FAX：03-3593-2397 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５.【セミナー】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」のご案内（INPIT） 

https://www.ipms-seminar.inpit.go.jp/ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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から自社に活用できるアイデアや指針を学ぶ 

ことができるケーススタディ研修教材を制作しました。 

企業に起こり得るビジネス課題の対策や課題解決に活用できるよう、全国 8カ 

所で、本教材を用いたセミナーを開催いたします。参加費は無料となっており 

ますので、ご興味のある方は是非ご参加ください。  

 

○7 月の開催 

＜福岡市＞ 

日時：7月 27 日（水）13:30～16：40 

会場：リファレンス駅東ビル貸会議室 Y-1 

＜広島市＞ 

日時：7月 28 日（木）13:30～16：40 

会場：TKPガーデンシティ広島駅前大橋 ６階 ホール６Ａ 

 

※その他、名古屋市（8月下旬予定）、大阪市（9月上旬予定）、高松市（9月中旬 

予定）、さいたま市（9月下旬予定）、札幌市市（10 月上旬予定）、仙台市（10 月 

中ので旬予定）でそれぞれ開催予定です。 

 

○詳細と参加申込方法はこちらのページをご覧ください。 

※申込みの締め切りは開催日の 2 日前（17 時まで）となります。 

https://www.ipms-seminar.inpit.go.jp/ 

 

○お問い合わせ先 

知財マネジメントセミナー開催運営事務局 

一般社団法人発明推進協会 研修チーム 

https://www.ipms-seminar.inpit.go.jp/
https://www.ipms-seminar.inpit.go.jp/


 

   

 

電話：03-3502-5424 

E-mail：info@ipms-seminar.inpit.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ６.【お知らせ】IP ePlat 営業秘密 PR 動画のご紹介（INPIT） 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_r0701.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

INPIT 公式 YouTube でも掲載中の営業秘密 PR動画が、IP ePlat でも視聴可能に 

なりました。他の営業秘密関連のコンテンツと併せてご紹介しています。どなた 

でも無料でご覧いただけますので是非ご活用ください。 

 

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_r0701.html 

 

○お問い合わせ先 

（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）知財人材部 電子研修担当 

電話：（代表）03-3581-1101 内線 3907 

FAX：03-5843-7693  

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ７. 【お知らせ】「特許検索競技大会 2022」の参加申込受付中です（IPCC）

https://www.ipcc.or.jp/contest/ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

J-PlatPat や商用特許検索 DBを用い、特許調査の実務能力を競う大会です。 

「リモート開催」により実施します。初心者向けのスチューデントコースと上級 

者向けのアドバンストコースがあり、今年度から試験監視システム導入による 

認定（認定証の交付、表彰）が可能になりました。 

 

○申込期間：7月 1 日(金) ～ 7 月 29日(金) 

○開催日時／参加費（解説テキスト代込） 

・9月 3 日(土) 10:30～12:00 

スチューデントコース／認定あり 2,000円・認定なし 1,500 円 

・9月 3 日(土) 13:00～17:00 

アドバンストコース／認定あり 7,000 円・認定なし 6,000 円 

 

※アドバンストコース参加費には 12 月開催予定のスキルアップセミナー 

mailto:info@ipms-seminar.inpit.go.jp
https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_r0701.html
https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_r0701.html
https://www.ipcc.or.jp/contest/


 

   

 

（ウェビナー）参加費が含まれます。 

※スチューデントコースは大学や企業にて「サテライト開催」を無料で参加 

いただけます。https://www.ipcc.or.jp/contest/taikai/studentsatellite/ 

 

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.ipcc.or.jp/contest/ 

 

○お問い合わせ先 

一般財団法人工業所有権協力センター（IPCC） 

企画室企画部「特許検索競技大会事務局」 

電話：03-6665-7877 

E-mail：kikaku-bu@ipcc.or.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ８.【お知らせ】「令和４年度成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech 

事業）」の追加公募を開始しました（関東経済産業局） 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2022/220627kobo.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中小企業等が大学・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年間支援するものです。旧サポイン事業と旧サビサポ事業は従来別 

の補助金として分かれていましたが、令和 4 年度から一体化され、ものづくり 

基盤技術及びサービスモデルの研究開発等を支援する制度となります。 

本事業に関して、追加公募が開始されましたのでお知らせいたします。 

 

○公募期間：令和 4年 6月 27日（月）～ 令和 4年 8 月 22 日（月）17 時まで 

○補助率、その他公募に関する詳細はこちらの中小企業庁のページをご覧ください。 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2022/220627kobo.html 

 

○お問い合わせ先 

関東経済産業局 産業部 製造産業課 

電話： 048-600-0307 

E-mail：kanto-sapoin@meti.go.jp 

 

------------------------------------------------------------- 

【新型コロナウイルス感染症に関する各機関のリンク】 

▲関東経済産業局 新型コロナウイルス感染症対策情報ページ 

https://www.ipcc.or.jp/contest/taikai/studentsatellite/
https://www.ipcc.or.jp/contest/
mailto:kikaku-bu@ipcc.or.jp
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2022/220627kobo.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2022/220627kobo.html
mailto:kanto-sapoin@meti.go.jp


 

   

 

https://www.kanto.meti.go.jp/kansensho/index.html 

▲特許庁 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html 

▲経済産業省 新型コロナウイルス感染症支援策 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

▲経済産業省 支援策パンフレット（随時更新されます） 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 

▲首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策について 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【広域関東圏知的財産戦略本部メールマガジン配信サービス】 

新規申し込み、配信停止はこちらです。 

https://www.kanto.meti.go.jp/mailmagazine/chizai_mailmagazine.html 

──────────────────────────────────── 

広域関東圏知的財産戦略本部メールマガジンは、配信を希望された方、関係者、 

知的財産に関係する企業・機関のご担当者、弊室の各種イベントやセミナーに 

参加された方に配信しております。（※本メールは返信できません） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

※「日本非破壊電柱検査協会」「全国非破壊検査協会連合会」を名乗る組織にご注意

ください。 

https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210201005/20210201005.html 

https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200914005/20200914005.html 

【！関東経済産業局 知的財産室へのお問合せはメールか FAX でお願いします！】 

新型コロナウイルス対策として、当室ではテレワークを実施しています。 

大変お手数をおかけしますが当室へのお問合せは当面の間メールまたは FAXでお願い

いたします。 

 

＿＿/＿/＿/＿/ 発行元・お問合せ先 ＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/ 

_＿_＿/ 広域関東圏知的財産戦略本部 

＿_＿/ 関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室 

＿＿/ 埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1 合同庁舎 1 号館 10 階 

＿_/  電 話：048-600-0239  FAX：048-601-1288  

＿/  E-MAIL: kanto-chizai@meti.go.jp 

_/   URL：https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chizai/index.html  

https://www.kanto.meti.go.jp/kansensho/index.html
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