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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１.【お知らせ】「特許行政年次報告書 2022 年版」を取りまとめました

（特許庁）

https://www.meti.go.jp/press/2022/07/20220727002/20220727002.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

知的財産制度に関心を持ち理解を深めていただくために、知的財産をめぐる 

国内外の動向と特許庁の取組について取りまとめました。 

国内外の出願・登録状況や審査・審判の現状を、より効率よく把握していただ 

けるよう、統計情報に重点を置き、ポイントを絞った記載にするとともに、 

これまでの＜本編＞及び＜統計・資料編＞の 2 分冊を合本し、コンパクトな 

報告書としています。 

〇詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.meti.go.jp/press/2022/07/20220727002/20220727002.html 

○お問い合わせ先

＜第 1 部・付録 1＞ 

特許庁総務部企画調査課企画班 

https://www.meti.go.jp/press/2022/07/20220727002/20220727002.html
https://www.meti.go.jp/press/2022/07/20220727002/20220727002.html


」 

   

 

電話：代表 03-3581－1101 内線：2154 

FAX：03-3580-5741 

＜第 2 部・付録 2・付録 3＞ 

特許庁総務部企画調査課知財動向班  

電話：代表 03-3581-1101 内線：2155 

FAX：03-3580-5741 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２.【お知らせ】PCT 国際出願関係手数料改定について(9/1～)（特許庁） 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2022 年 9 月 1 日より、国際出願関係手数料が改定されます。2022 年 9 月 

以降に本手数料の納付をする場合は、手数料の額及び適用関係にご注意を 

お願いいたします。 

  

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html 

  

○お問い合わせ先 

特許庁審査業務部出願課国際出願室 受理官庁 

電話：代表 03-3581-1101 内線：2643 

FAX：03-3501-0659 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３.【公募】IP ランドスケープ支援事業（第 2 回公募）受付中です（INPIT）

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中小企業等の経営層が持つ「経営」や「事業」の課題に対して、市場や事業、 

知財等の分析を通じた解決策のご提案を支援いたします。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）に対して支援を行います。 

 

【第 2 回公募】 

○公募期間：7 月 25 日（月）～8 月 26 日（金）17 時 

○公募対象者：以下の 1～7 のいずれかに該当する方からの応募を受け付けます。 

１．中堅企業・中小企業、個人事業者、中堅・中小企業者で構成されるグループ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html


」 

   

 

２．地方公共団体 

３．公設試験研究機関 

４．都道府県等中小企業支援センター 

５．商工会議所や商工会等 

６．事業協同組合 

７．大学、高等専門学校、高等学校等の教育機関 等 

 

○公募要領、申請書等、詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 

 

〇お問い合わせ先 

「IP ランドスケープ支援事業」事務局  PwC あらた有限責任監査法人 

E-MAIL：jp_ipl_promotion@pwc.com 

 

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）知財戦略部 営業秘密管理担当 

電話：代表 03-3581-1101 内線：3841 

E-mail：trade-secret@inpit.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４.【お知らせ】J-PlatPat 全サービスを停止します（8/27(土)9:00～8/28(日) 

21:00）（INPIT） 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/html/c0300/mainte.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

以下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。 

また、停止予定日時は変更になることもありますのでご注意ください。 

 

○停止期間 

2022 年 8 月 27 日(土)9:00～2022 年 8 月 28 日(日)21:00 

 

○詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/html/c0300/mainte.html 

 

○お問い合わせ先 

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）ヘルプデスク 

電話：03-3588-2751（平日 9:00～21:00） 

E-Mail：helpdesk@j-platpat.inpit.go.jp 

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html
mailto:jp_ipl_promotion@pwc.com
mailto:trade-secret@inpit.go.jp
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/html/c0300/mainte.html
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/html/c0300/mainte.html
mailto:helpdesk@j-platpat.inpit.go.jp


」 

   

 

 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５.【お知らせ】「IP ePlat」令和 4 年 7 月コンテンツリリースのご紹介（INPIT） 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_20220725.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

知的財産に関する e-ラーニングサイト「IP ePlat」にて、以下のコンテンツを 

リリースしました。今回は国際契約や英文秘密保持契約について学べる解説動画 

など、とくに海外企業との取引時に役立つ内容です。この機会にぜひ、ご視聴 

ください。 

 

○令和 4 年 7 月リリースのコンテンツ 

・国際知財関連契約で知っておきたいポイント（第 3 部） 

・【関連】国際知財関連契約で知っておきたいポイント（第 1 部・第 2 部） 

 

〇詳細及び視聴はこちらのページをご覧ください。 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_20220725.html 

 

○お問い合わせ先 

独立行政法人工業所有権情報・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 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

６.【セミナー】「意匠調査研修（審査官の視点に近づこう！）」受講者募集

（INPIT）  

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/design/index.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中小企業、研究機関などにおいて、意匠の先行意匠調査、製品デザイン開発や 

意匠の出願管理などに従事する方を対象に、オンライン研修を開催します。 

特許庁審査官 OB の現役弁理士を講師に迎え、意匠制度のポイントとその活用 

方法、審査官ならではの視点をお伝えします。 

さらに、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）を利用した検索実習を行い、 

グループディスカッションにて、先行文献との類否判断手法の考え方について 

の理解を深めることができる内容となっています。 

 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_20220725.html
https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/info_20220725.html
https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/design/index.html


」 

   

 

○研修期間：令和 4 年 10月 12 日（水）～ 14 日（金）（3 日間） 

○形式：オンラインリアルタイム（配信環境：Teams） 

○受 講 料：30,300 円（消費税込）  

○募集締切： 9 月 9 日（金）17 時 

 

○研修カリキュラム、申込方法等の詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/design/index.html 

 

○お問い合わせ先 

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）知財人材部 知的財産権関連人材担当 

電話：代表 03-3581-1101 内線：3907 

E-mail：ip-jz04@inpit.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

７. 【イベント】日本ライセンス協会創立 50 周年記念シンポジウムを開催 

します（LES） 

https://www.lesj.org/event/50th_symposium/ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

現代社会が抱える多くの課題やテーマの中から、新たな半世紀はどのような 

社会になるのかを探るため、「サイバー空間とフィジカル空間との融合」の 

一つであり今話題の「メタバース」について、技術的側面と法的側面からの 

アプローチを試みます。また、社会を動かす新たな原動力となるであろう 

「スタートアップ」を取り上げます。 

このような新たな潮流の中で、知的財産がどのような役割を担っていくのかを 

感じていただけるような内容となっています。多くの皆様のご参加をお待ち 

しています。 

 

○テーマ：新時代の知財活動～事業創造の更なる活性化に向けて～ 

○開催日時：2022 年 9 月 2日（金）13:30～17:00 

○開催形式：オンライン（※Zoom 使用) 

○定員：先着 1000 名（予定） 

○参加料：会員及び非会員共に無料 

 

○プログラムの詳細及び参加申し込みはこちらをご覧ください。 

https://www.lesj.org/event/50th_symposium/ 

 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/design/index.html
mailto:ip-jz04@inpit.go.jp
https://www.lesj.org/event/50th_symposium/
https://www.lesj.org/event/50th_symposium/


」 

   

 

○お問い合わせ先 

日本ライセンス協会（LES) 

電話：03-3595-0578 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

８. 【お知らせ】「第 9 回知的財産活用表彰」候補者の推薦募集について 

（日本弁理士会） 

https://www.jpaa.or.jp/about-us/attached_institution/management-

2/management-01/ 

 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

知的財産を活用して知的資産経営を積極的に進める中小企業、それをサポート 

する支援機関等に 弁理士の推薦を受けてエントリーしていただき、その中から 

特に優れた功績が認められた企業、団体を表彰しています。発明、営業秘密保護、 

ブランド、デザイン、標準化等を上手く活用して知的資産経営に積極的に取り 

組む中小企業や、それらを支援する金融機関やシステムツールの開発者や販売者 

などのサービス支援企業を表彰することで知的財産の活用に対する意識を高める 

ことを目的としています。 

 

〇応募期限：令和 4 年 10月 7 日（金）まで 

〇応募方法：応募には弁理士の推薦が必要です。エントリーをご希望の場合は、 

お付き合いのある弁理士又はお近くの弁理士にご相談ください。 

 

〇詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.jpaa.or.jp/about us/attached_institution/management 2/management 

01/ 

 

〇お問い合わせ先 

日本弁理士会  経営・支援室 青木・柴田 

電話：03-3519-2709 

Email: katsuyou-hyousyou@jpaa.or.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.kanto.meti.go.jp/kansensho/index.html 

https://www.jpaa.or.jp/about-us/attached_institution/management-2/management-01/
https://www.jpaa.or.jp/about-us/attached_institution/management-2/management-01/
https://www.jpaa.or.jp/about%20us/attached_institution/management%202/management%2001/
https://www.jpaa.or.jp/about%20us/attached_institution/management%202/management%2001/
mailto:katsuyou-hyousyou@jpaa.or.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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【！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.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
https://www.kanto.meti.go.jp/mailmagazine/chizai_mailmagazine.html
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https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chizai/index.html

