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■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❏ 企業講師による理科授業 「会員企業 先生になる！」
広島県発明協会では、広島市教育委員会と連携し、実生活における学びの役立ちを感じて
理解することを目的として、企業等の研究者、技術者を学校に派遣する理科教育支援事業を
本年度も実施しています。

２月は、広島市内の５つの学校において、理科授業を実施しました。

テーマ「永久磁石と電磁石」
企業 戸田工業株式会社（2/8 開催）
学校 広島市立矢野西小学校 5 年生
内容 永久磁石の実験とコイルモーターの製作

テーマ「はずむボールの科学」
企業 株式会社ミカサ（2/4､5 開催）
学校 広島市立中広中学校 1 年生
内容 ボールの構造とはずむボールの実験

テーマ「電流のはたらきとスイッチ」
企業 テンパール工業株式会社
学校 広島市立鈴が峰小学校 5 年生（2/2 開催）
広島市立日浦小学校 6 年生（2/15 開催）
内容 電磁石の実験と電磁石を利用したブレーカ
のしくみを知る。

テーマ「未来エネルギー 燃料電池の開発」
企業 広島ガス株式会社
学校 広島市立鈴が峰小学校 6 年生（2/22 開催）
広島市立船越小学校 6 年生（2/26 開催）
内容 燃料電池の実験と燃料電池を使った模型の
体験

❏ 少年少女発明クラブ活動報告
広島県内発明クラブの２月に行われた活動の様子をお知らせします。

広島少年少女発明クラブ（2/6）
「くぎ打ち迷路」

呉市少年少女発明クラブ（2/27）
「設計図を書く」

東広島市少年少女発明クラブ（2/13）
「チリ取り」

福山少年少女発明クラブ（2/27）
「ペーパーブリッジ」

広島・東広島市少年少女発明クラブの修了式が開催されました。
修了式には、クラブ員とその保護者、役員等が出席し、一年間の活動の修了を祝いました。

広島少年少女発明クラブ修了式（2/13）

東広島市少年少女発明クラブ修了式（2/27）

※子どもたちの夢や創作活動を一緒に応援しませんか！
発明クラブの運営にあたっては、その活動内容をより一層充実したものとするため、
毎年、地域の皆様から協賛金を募り、クラブ員の活動をご支援いただいております。
☞各クラブのお問合せ先
広島少年少女発明クラブ
呉市少年少女発明クラブ
東広島市少年少女発明クラブ
福山少年少女発明クラブ

広島市こども文化科学館
呉市海事歴史科学館（大和ﾐｭｰｼﾞｱﾑ）
東広島市産業部産業振興課
福山商工会議所産業部産業課

TEL
TEL
TEL
TEL

082-222-5346
0823-25-3047
082-420-0921
084-921-2349

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告
２月２７日に行われた第１１回の活動の様子をお知らせします。
『燃焼（物が燃えること）』
～二酸化炭素の製法と性質を調べよう～

卒業記念の「お天気ワンちゃん」作り
３月の最終回で完成します！

ロウの成分の炭素と水素が
空気中の酸素と化学反応を起こす実験の様子

■ 平成２８年度（第５７回）科学技術週間関連行事について
｢発明の日｣（４月１８日）は専売特許条例（現在の特許法）が明治１８年４月１８日に公布されたことを記念し、
産業財産権制度の普及・啓発を図る目的で制定されました。この発明の日を含む一週間は、「科学技術週間」
として、科学技術について広く一般の方々に理解と関心を深めていただき、日本の科学技術の振興を図ること
を目的として、昭和３５年２月に制定されました。
当会では、科学技術関連行事として、「発明の日記念講演会」、「書籍バザール」を開催いたします。

❏ 発明の日記念講演会のお知らせ

発明の日を記念し、下記の日程で「発明の日記念講演会」を開催します。
今回の講演会は、「ブルーレット®」や「熱さまシート®」などの製品でおなじみの小林製薬㈱
から知的財産グループ長の森氏をお迎えし、知的財産への取組み等について、ご講演い
ただきます。この機会に多数ご聴講いただきますようご案内申し上げます。
■開催日時 ： 平成２８年４月１５日（金）

１４：００～１５：３０（予定）

■開催場所 ： 広島発明会館 研修室（４Ｆ）

（広島市中区千田町 3-13-11)

■講師 ： 小林製薬株式会社 法務知財部 知的財産グループ グループ長 森雅樹 氏
■参加費 ： 無料
■定員 ： ６０名
年に一度の
チャンスです！

❏ 書籍バザールのお知らせ
「科学技術週間」（4/18～4/24）に合わせ、知的財産権の普及・啓発を図るとともに、書籍の販売促進を目
的とし、「書籍バザール」を開催いたします。
この期間中に限り、（一社）発明推進協会発行書籍を格安な価格でご提供いたします。購入を希望される
方は、「平成２８年度 書籍バザール対象書籍リスト」より書籍名・注文冊数等をＦＡＸ注文申込書にご記入の
上、４月２５日（月）までにお申込みください。Ｅ-ｍａｉｌでお申込みの場合は必要事項をご記入の上、送信して
ください。予約分のみの取り寄せとなりますので、事前にお申込みをお願いします。
是非、この機会にご購入いただきますようご案内申し上げます。

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”

知財トピックス（2016.3）

うがい薬「イソジン」に描かれた
「カバのキャラクター」に関する争い
特許業務法人 前田特許事務所
弁理士 大石憲一
今回の知財ニュースは、お互いに、相手の商品の販売差止めの仮処分申請を行っている、
「明治」VS「米製薬会社ムンディファーマ」の争いについてです。下図の左側のものが、
４月から明治が販売しようとしているパッケージと容器、右側のものが、ムンディファー
マが販売しようとしているパッケージと容器です。

出典：NHK NEW WEB 『「イソジン」の対立から考える』

そもそも、この争いは、ムンディファーマが、長年、明治にライセンスしてきた「イソ
ジン」の文字商標について、この４月に塩野義製薬にライセンスを移すということになっ
て生じたものです。
今回の争いで、明治は、ムンディファーマの行為が、不正競争防止法の「著名表示の冒
用行為」※に該当するとして、仮処分申請しているようです。一方、ムンディファーマに
ついても、どの規定かは未確認ですが、不正競争防止法で仮処分申請しているようです。
なお、明治は昨年、
「イソジン」商標のライセンス移転が分かってから、このパッケー
ジの「カバのキャラクター」について商標登録しています。一方、ムンディファーマも、
今年に入ってからこの「カバのようなキャラクター」について商標登録出願をしています。
争いの詳細について不明なので、断言はできませんが、個人的には、
「明治に分がある」
ように思います。それは、「カバのキャラクター」のブランド力は、少なくとも、これま
でキャラクターを継続使用してきた明治にある、と思われるからです。
ムンディファーマが、
「イソジン」の商標権を有する以上、一体となったカバのブラン
ド力を利用して「イソジン」の売上を維持したいという考えは、理解できます。しかし、
やはり、ムンディファーマが、この「カバのようなキャラクター」を使って販売する行為
は、まさに「フリーライド」
（ただ乗り）だと思います。
１５０件余りの商標権を持ち、ライセンスビジネスをしているムンディファーマがすべ
きことは、こうしたことではなく、他人の知的財産を尊重して、自社のブランド力を高め
るべく、新しいキャラクターを採用して、継続使用するという、自社ブランドの育成だと
思います。皆さんは、どう思われますか。
以上
※…広告宣伝などで全国的に知られている商品の容器等とよく似た容器等を用いて商品を販売する行為

■ 平成２８年度中国地方発明表彰募集のお知らせ

応募締切 3/31 必着！

◆応募方法
所定の「地方発明表彰調査表」に記入要領に従って必要事項を記入し、必要書類を添付の上、正１通、
副３通の計４通を提出してください。なお、調査表その他の応募書類は返却いたしません。
調査表は（公社）発明協会ホームページからダウンロードするか、当会までご請求ください。
（公社）発明協会ホームページ
http://koueki.jiii.or.jp/
◆表彰
優秀な発明等を完成し、その実施効果が高く、地域産業の向上に寄与していると認められる発明者等
を対象として、次の各賞を贈呈します。
◇特別賞 文部科学大臣賞 特許庁長官賞 中小企業庁長官賞 経済産業局長賞
発明協会会長賞 日本弁理士会会長賞 知事賞 等
◇発明奨励賞 他
◆平成２８年度の担当は、島根県発明協会です。
◆提出先・お問い合わせ先 （一社）広島県発明協会 担当 熊野、水戸
TEL 082-241-3940 FAX 082-241-4088
e-mail info@hiroshima-hatsumei.jp

■ 第９７回（平成２８年度第１次）新技術開発助成募集のお知らせ
公益財団法人新技術開発財団は、広く科学技術に関する独創的な研究や新技術を開発し、これを実用
化することによって我が国の産業・科学技術の新分野等を醸成開拓し、国民生活の向上に寄与することを
目的としています。
新技術開発助成は「独創的な新技術の実用化」をねらいとしており、基本原理の確認が終了（研究段階
終了）した後の実用化を目的にした開発試作を対象にしています。
◆助成金の対象となるのは・・・
開発試作に直接必要な費用（ただし、社内人件費は原則対象外）で、助成期間中に発注し、当期間中に
支払いが完了するものです。
◆助成限度額は・・・試作費合計額の３分の２以下で２０００万円を限度とします。
◆受付期間 平成２８年４月１日（金）～４月２０日（水） （締切日消印有効）
◆申請書等ダウンロード・ＷＥＢ登録システム 公益財団法人新技術開発財団ホームページ
http://www.sgkz.or.jp/download/newtech/download.html
◆申請書提出先・お問い合わせ先 公益財団法人新技術開発財団
TEL 03-3775-2021
FAX 03-3775-2020 e-mail zaidan-mado@sgkz.or.jp

■ 平成２７年度特許等取得活用支援事業（知財総合支援窓口事業）
第２回連携会議のご報告（2/17）
中国経済産業局から受託している「平成２７年度特許等取得
活用支援事業」の第 2 回連携会議を開催いたしました。
今回の連携会議では、今年度の事業報告や産業支援機関
の担当者からの成果事例の紹介、また、中小企業支援を円滑
に進めていくために、各団体の補助金、助成金等の事業につ
いて報告いただきました。
会議終了後には、懇親会を開催し、和やかな雰囲気のなか、
情報交換・情報共有が行われました。

■ 広島県東部で初めての会員交流会
・・・「丸善製薬㈱総合研究所」見学（2/5）
第３回会員交流会は、丸善製薬株式会社の多大
な協力を得て、同社総合研究所の見学の後、同社
知財総務グループの小西氏により、化粧品業界の知
財状況等についてご説明いただきました。
懇親会は、福山駅周辺に移動し、和やかに賑や
かに情報交換や親睦を深めていただきました。
初めての県東部での開催でしたが、福山市内をは
じめ、広島市内からもお集まりいただき、１３社２３名
の方々にご参加いただきました。
日頃見学することがない研究所の見学は、皆様興
味津々のようで、質問も相次ぎ、有意義な交流会を
開催することができました。
説明「機能性を求めた化粧品の特許出願動向」

■ セミナー開催報告
❏ ダントツ発明力事例研究 ～他社突破セミナー～（2/4）
本講座では、「インクジェットプリンターのカートリッジ」を題材に、実
際に「発明塾式」突破発明創出を体験していただき、また、技術者に、
どのように身に付けていただくかも解説がありました。
受講者からは「課題から解決手段のロジックツリーの活用の必要性
がよく理解できた」「実務に活かせる内容。事例が分かりやすかった」と
の感想をいただき、とても有益なセミナーとなりました。
講師：TechnoProducer㈱ M&A シニアエキスパート 冨松 大介 氏

❏ 日本知的財産協会・発明協会特別講演会
「職務発明制度の改正・ガイドラインについて」（2/26）
本講演では、元 日本知的財産協会の職務発明
プロジェクトリーダーを務められた石川氏により、職務
発明制度改正の背景事情、ガイドラインの読み方等
についてお話しいただき、また、今回の法改正とどう
向き合っていくべきか、会社の職務発明規程の見直
しに関するヒントをご提供いただきました。

特別講演会

意見交換会では、職務発明関連制度の現状と見
直しの方向性など、自由な意見交換・情報交換が行
われ、参加者からは「実務上有益な情報が得られた」
「大変参考になった」との感想が多々聞かれました。
講師：持田製薬㈱事業開発本部副本部長 石川 浩 氏
意見交換会の様子

❏ ビジネスフェア中四国 2016 出展報告（2/5,6）
広島市中小企業会館総合展示館（広島市西区商工センター１－１４－１）において、第１４回ビジネスフェ
ア中四国２０１６～中四国発・こだわり良品発掘メッセ～が開催されました。
当協会も【中小企業支援】として外部相談窓口を設置いたしました。

■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❏ 中国地区発明協会事務担当者ブロック会議報告（2/19）
中国地域の発明協会事務担当者により、各地域協会の現状と課題を報告し、今後の事業運営に活かす
ため、意見交換・情報交換を行いました。

❏ 第７回担当理事会報告（2/24）
第７回担当理事会では、教育支援事業、セミナー事業等について２７年度の報告を行い、２８年度の各事
業について協議検討を行いました。また、予算理事会に向けて、会員交流会、規程等についても、種々協
議検討を行いました。

❏ 理事会のご案内
下記の日程で、『平成２８年度一般社団法人広島県発明協会理事会』を開催いたします。理事・監事の皆
様におかれましてはご多用の折とは存じますが、ご出席賜りますようご案内方々お願い申し上げます。
決 算 理 事 会 平成２８年５月３０日（月） １４：００～
総会後の理事会 平成２８年６月２３日（木） ※総会終了後

❏ 定時総会のご案内
下記の日程で、『平成２８年度一般社団法人広島県発明協会定時総会』を開催いたします。会員の皆様
におかれましてはご多用の折とは存じますが、ご出席賜りますようご案内方々お願い申し上げます。
総会

平成２８年６月２３日（木） １３：３０～（総会記念講演会、交流会を開催予定）

❏ 広島県発明協会関連行事 ＜３月＞
2日
4日
5日
12 日
14 日
17 日
18 日
19 日
28 日

(水)
(金)
(土)
(土)
(月)
(木)
(金)
(土)
(月)

広島県産業支援機関会議
くれ産業振興センター理事会、戸田工業㈱による理科授業：中島小学校
呉市少年少女発明クラブ活動日
呉市・福山少年少女発明クラブ修了式
広島県発明協会予算理事会
ひろしま知財塾ＯＢ・ＯＧ研修会
広島市優良発明功績者表彰式
わくわくケミカルクラブ修了式
広島市産業振興センター理事会

■ 新刊書籍のご案内 （２０１６年２月～２０１６年３月発行分）
◆会員割引について
★発明推進協会発行の各種書籍を本体価格より１０％ＯＦＦでご提供！！（送料実費）
★総額３，０００円以上（割引後の税抜き価格）のご注文で送料無料！
★ご注文・お問合せは（一社）広島県発明協会まで！！
≪新刊のご案内≫

※記載価格には消費税含。

書籍名 類似商品・役務審査基準
国際分類第 10‐2016 版対応
著作等 特許庁
価
格
会員価格

２，０００円
１，８００円

内 容
商標登録出願にあたっては、本書に記載している指
定商品あるいは指定役務にしたがって記載する必要
があります。また、分類を跨ぐような商品または役務
を指定する際に便利が良い他類間類似商品・役務
一覧表や新旧類似商品・役務対照表、索引等をこの
1 冊に集めています。本書は、国際分類第 10‐2016
版に対応したものになります。

古田・田村特許事務所
弁理士

古田 剛啓

弁理士

田村 善光

お客様との絆を大切にしています。
広島市中区八丁掘 6-7-701
携帯 080-5613-9716 ／ ☎ (082)227-2289 ／ FAX (082)223-6436
http://www.ac.auone-net.jp/~furutapa/

特許業務法人 前田特許事務所 広島オフィス
代表弁理士 前田 弘
弁理士 齋藤克也/弁理士 大西渉/弁理士 大石憲一/弁理士 田中咲江/顧問 田中喜友
ベンチャー企業様の知的財産活動をサポートしています。
前田特許事務所の精鋭メンバーが最大限のサポートをいたします。
〒732-0057 広島市東区二葉の里 1-1-68 広島パレスビル 2 階
☎ (082)568-2773 ／ FAX (082)568-2774
http://www.maedapat.co.jp/

特許業務法人 山広特許事務所
弁理士 山広 宗則 弁理士 岩本 牧子 弁理士 松本 文彦
各種内外国出願・審判・訴訟・鑑定／特許商標調査等
地域活性化に全力で邁進致します
広島市中区上八丁掘 7-1-602
☎ (082)222-9109 ／ FAX (082)222-9229
HP 【山広特許事務所】で検索

専徳院特許事務所
弁理士

専徳院 博

従来にない新しい知財サービスを提供し、事業の発展をサポートいたします。
広島市中区鉄砲町 1-20 第 3 ウエノヤビル 5 階
☎ (082)221-7270 ／ FAX (082)221-7280
http://sentokuin-pat.com
／

特許業務法人
ＨＡＲＡＫＥＮＺＯ WORLD PATENT & TRADEMARK
☎
(080)5613-9716
会長弁理士 原謙三
所長弁理士 福井清
FAX (082)223-6436

広島事務所代表弁理士

今野信二／同代表補佐弁理士

竹野直之／弁理士

須賀孝

知財の国際総合事務所として、総勢２５０名の専門能力を結集して、皆様に
誠心誠意を以て地域に密着した知財サービスを提供させていただきます！
〒730-0032 広島市中区立町 2 番 23 号野村不動産広島ビル
℡：(082) 545-3680（代表）
Fax：(082) 243-4130（代表）
Email: iplaw-hsm@harakenzo.com
http://www.harakenzo.com

広島県知財総合支援窓口

無料相談 （３月）のご案内

❏ 弁理士・弁護士による相談 ＆ 支援機関等における相談 カレンダー
○弁理士・弁護士への相談は、窓口支援担当者が事前に内容を確認させていただきます。

相談申込者

知財総合支援窓口

弁理士・弁護士

３月
月

火

水

木

金

土 日

1

2

3

4

5

広島会場
（田中弁理士）

くれ産業振興センター

福山会場
（森弁理士）

広島会場
（大石弁理士）

8

9

10

11

広島会場
（専徳院弁理士）

くれ産業振興センター

福山会場
（田村弁理士）

広島会場
（立石弁理士）

7

6

12 13

広島会場
（山本弁護士)

14

15

16

17

18

19 20

広島会場
（井上弁理士）

くれ産業振興センター

竹原商工会議所

広島会場
（末次弁理士）

福山会場
（田中弁理士）

21

22

23

府中・三次商工会議所 くれ産業振興センター

24

25

三原商工会議所

広島会場
（田村弁理士）

広島会場
（専徳院弁理士）

広島会場
（中尾弁護士)

福山会場
（黒住弁理士）

29

30

31

28

26 27

４月の相談会につきましては、決まり次第ホームページ、会報等でご案内します。
○弁理士又は弁護士による相談

【秘密厳守、相談無料】

・場

所 ： ＜広島会場＞ 広島発明会館 （広島市中区千田町 3-13-11 広島県発明協会）
＜福山会場＞ 福山商工会議所 （福山市西町 2-10-1）
・時
間 ： １３：００～１６：００（完全予約制） ※あらかじめ、知財総合支援窓口支援担当者にご相談ください。
・弁理士相談 ： ＜広島会場＞ 第１～第４ 火・金曜日
＜福山会場＞ 第１～第４ 木曜日
・弁護士相談 ： 第２・４ 水曜日（広島会場のみ）

○支援機関等における相談
・事前予約制です。各会場へ直接お申込みください。 ※事前予約がない場合相談は行われません。
※予約状況により、変更・中止の場合がございますので、ご了承ください。

○相談予約・お問合せ先電話番号
◇知財総合支援窓口(ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ) ０５７０－０８２１００
◇福山商工会議所 産業課
０８４－９２１－２３４９
◇府中商工会議所
０８４７－４５－８２００
◇三次商工会議所
０８２４－６２－３１２５

◇広島県発明協会
０８２－２４１－３９４０
◇くれ産業振興センター ０８２３－７６－３７６６
◇竹原商工会議所
０８４６－２２－２４２４
◇三原商工会議所
０８４８－６２－６１５５

