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№4
● 自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ特許庁からのご注意！
最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に
行われています。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願と
なっています。特許庁では、このような出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出
願の却下処分を行っています。
また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・
役務について使用するものでない場合（商標法第 3 条第 1 項柱書）や、他人の著名な商標の先取りと
なるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合（同法第 4 条第 1 項各号）には、商標
登録されることはありません。
したがいまして、仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自
身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください。
商標制度の利用者の皆さまにおかれましては、上記に関連してご不明な点や気掛かりな点などござ
いましたら、下記の問合せ先までご連絡ください。
◇特許庁 審査業務部商標課企画調査班

Ｔｅｌ：03-3581-1101 内線 2805

● （独）工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）から
「海外展開における知財面からの企業支援事例集」が発行されました！
ＩＮＰＩＴでは企業の海外ビジネスにおいて、海外展開に進出して大切な「知的財産」を失わないように、
「企業人」の感覚を有する海外知的財産プロデューサーのアドバイスを無料で受けられる派遣事業を
行っています。その支援事例集が発行されましたので、自社の海外ビジネスの知財リスクの顕在化と
対応策の検討にご利用ください。本支援事例集には 6 社の事例が掲載されており、
http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/index.html
からダウンロードできます。
海外知財プロデューサー事業に関しては、お気軽に下記までご相談下さい。
◇（一社）広島県発明協会 広島県知財総合支援窓口
広島市中区千田町 3-13-11 Ｔｅｌ：082-241-3940
◇（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）
知財活用支援センター 海外展開知財支援窓口
東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁庁舎2階 Ｔｅｌ：03-3581-1101 内線（3823）
メ

● 記念すべき 600 件目の登録として「比婆牛」が地域団体商標に登録されました。
特許庁は、平成 28 年 6 月、広島県の「比婆牛」を地域団体商標に登録しました。広島県における和
牛肉の初の登録です。鮮やかな紅色に繊細な「サシ」が入っており、深いコクや上品な香りが織り成す、
豊かな味わいが特徴の和牛肉です。
【登録内容】
・商
標：「比婆牛」
・登録番号：第 5859218 号
・権 利 者：庄原農業協同組合
・指定商品：広島県庄原市産の素牛を広島県内で肥育した和牛の肉
地域団体商標取得に興味がおありの方は、お気軽に下記までご相談ください。
◇経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課 特許室
広島市中区上八丁堀 6-30 Ｔｅｌ：082-224-5680
◇（一社）広島県発明協会 広島県知財総合支援窓口
広島市中区千田町 3-13-11 Ｔｅｌ：082-241-3940
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■平成２８年度定時総会・理事会及び総会記念講演会のご報告
６月２３日（木）に開催いたしました、平成２８年度定時総会におきましては、来賓、会員の皆様方には、ご多
用の折、ご出席を賜りまして誠にありがとうございました。また開催にあたり委任状のご提出につきまして多大な
ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。会員各位の協力により、全ての議案が原案通り議決されました。今後も、
会員各位のご支援の下、諸事業を推進してまいりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
≪定時総会≫
議題 （１）平成２７年度事業報告・収支決算報告（案）について
（２）役員選任（案）について
報告 平成２８年度事業計画・収支予算について
総会のあと開催された理事会においても、すべての議案が原案
通り議決されました。
≪理事会≫
議題 （１）役員専任（案）について
・常任理事専任（案）について
・顧問候補者の推薦について
（２）その他
新任役員
常任理事
常任理事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
顧
問
顧
問

株式会社ダイクレ
広島市工業技術センター
株式会社ケミカル山本
マツダ株式会社
福山商工会議所
中国電力株式会社
呉市産業部
コベルコ建機株式会社
中国電力株式会社
中国経済産業局

定時総会の様子

濱田 卓嗣
松田 智仁
上田 隆
内田 紀彦
小川 智弘
田中 和彦
寺嶋 文秀
幟立 晃
清水 希茂
波留 静哉

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
理事会の様子

≪総会記念講演会≫

≪懇親会≫

講師：公益社団法人発明協会 副会長
元特許庁長官 及川 耕造 氏
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■ 発明奨励事業に関するお知らせ
❏ 平成２８年度全国発明表彰受賞
今年度の全国発明表彰において、当会役員企業であるマツダ株式会社が、全国で最も優れた発明として、
最高位の「恩賜発明賞」、 当会副会長である、諏訪正照氏が、発明協会事業への多大な功績等により「発
明奨励功労賞」を受賞されました。
全国発明表彰式は、発明協会総裁常陸宮殿下並びに同妃殿下の御臨席のもと、６月１５日（水）ホテルオ
ークラ東京において挙行されました。
受賞されました皆様、誠におめでとうございます。
恩賜発明賞 マツダ株式会社
低圧縮比クリーンディーゼルエンジンの発明（特許第５３３８２６８号）

発明奨励功労賞

諏訪 正照 氏（株式会社熊平製作所 代表取締役社長）

常陸宮殿下並びに同妃殿下と受賞者による集合写真

発明奨励功労賞を受賞された皆様

発明奨励功労賞 諏訪氏（左） 恩賜発明賞 マツダ㈱金井氏（右）

❏ 平成２９年度全国発明表彰 募集のご案内
本発明表彰は、皇室より毎年御下賜金を拝受し、我が国における発明等の完成者並びに発明の実施及
び奨励に関し、功績のあった方々を顕彰することにより、科学技術の向上及び産業の発展に寄与することを
目的として行っているものです。
◆応募方法
所定の平成２９年度全国発明表彰調査表の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２通（正の写し）の計３通（片面印刷）を当会にご提出ください。
詳細は当会のホームページをご参照ください。 http://www.hiroshima-hatsumei.jp/
◆募集期間 平成２８年７月１日（金）～８月３１日（水）
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■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❏ 未来の科学の夢絵画展・児童生徒発明くふう展 作品募集

《第３７回広島県未来の科学の夢絵画展》
広島県内の小・中学生を対象に、子どもた
ちの未来への夢や探究心、想像力を伸ばす
一助として本絵画展を開催し、『未来にあ
ったらいいな』を描いた作品を募集してい
ます。

《平成２８年度広島市児童生徒発明くふう展》
本くふう展は広島市主催により、広島市内
の児童生徒を対象に、発明くふう意欲を啓
発するとともに産業教育及び産業の発展に
寄与することを目的として開催し、科学的
でアイデアに富んだ作品を募集していま
す。

《平成２８年度広島県児童生徒発明くふう展》
本くふう展は広島県等の主催により、広島県
内の小・中・高等学校の児童生徒を対象に、
創意くふうする力を高め、発明する意欲の高
揚を図り、産業教育及び産業の振興に寄与す
ることを目的として開催されます。

絵画展・くふう展は ただいま作品募集中です！！
※当会ＨＰにて申込書などがダウンロードできます。http://www.hiroshima-hatsumei.jp/

★広島県発明協会では、県内企業等のご協力により、絵画展・くふう展など、これからの日本を担
う青少年の科学的思考力や想像力および豊かな人間性を育むことを目的とした『青少年創造性育
成事業』を実施しています。
【平成２８年度 特別協賛企業等：５０音順】
維新国際特許事務所、㈱ウッドワン、㈱熊平製作所、㈱ケミカル山本、コベルコ建機㈱、㈱サタケ、
㈱ジェイ・エム・エス、新川電機㈱、中国電機製造㈱、中国電力㈱、㈱中電工、学校法人鶴学園、
戸田工業㈱、西川ゴム工業㈱、早川ゴム㈱、広島ガス㈱、マツダ㈱、丸善製薬㈱
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❏ 少年少女発明クラブ活動報告

広島少年少女発明クラブ
5/22 「タングラム」

福山少年少女発明クラブ
6/11 「写真立て」

呉市少年少女発明クラブ
6/4 「基礎練習(道具の扱い方)」

東広島市少年少女発明クラブ
6/25 「知恵の輪」

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告(6/4)
開校式
集合写真

第 1 回 活動『酸とアルカリ』
～酸性とアルカリ性を調べよう～

ケミカルマジックで歓迎の挨拶：山本会長

保護メガネをかけて
塩酸を使って実験
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■ 営業秘密に関するレポート

会社のヒミツを守るには（第四回 最終回）
－オープン＆クローズ戦略について、（INPIT 相談窓口の紹介）－
INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）“営業秘密１１０番”
知的財産戦略アドバイザー 小原 荘平（おはら そうへい）

はじめに
この連載講座も、おかげさまで最終回を迎えました。
今回は、事業規模を大きく発展させて成功をおさめている欧米のＩＴ系企業などに見られるオープン
＆クローズ戦略についてご説明をし、筆者が所属する INPIT営業秘密・知財戦略相談窓口“営業秘密
１１０番”のご紹介をして締めくくります。

「オープン＆クローズ戦略」とは
みなさんが日常的に使っているｐｄｆファイル。他社から送られてきた文書を読むためのソフト
（Reader）は無償でダウンロードでき（オープン化されていて）、誰でも読めることから、この形式の
ファイルが広く普及しています。
一方で、自分自身でｐｄｆ形式の文書ファイルを作成しようとした場合には、お金を出して（クロー
ズ化されている）ソフトを購入する必要があります。
オープン化の例としては、古くはインスタントラーメンの特許を日本の食品メーカーが無償開放し、
全世界に普及させたことが有名です。
昨年１月、トヨタ自動車が数千件におよぶ水素自動車（燃料電池車）関連の自社特許を開放すること
が大きな話題になりました。特許権による縛りが（ガソリンスタンドに相当する）水素ステーション設
置の足かせにならぬよう、また、自動車会社だけでは困難な｢水素社会｣
実現への仲間作りが狙いと言わ
１
）
れています 。
最近、新聞の経済面やＴＶの経済番組などで ｢オープン＆クローズ戦略｣という言葉を聞くことが多
くなりました。技術が複雑化・複合化して一つの会社だけでは新しい製品やシステムを作って行くこと
が困難な分野が多くなっています。オープン＆クローズ戦略という、標準化や技術を開放して仲間を増
やしながら、あるいは市場を広い範囲に拡大させながら、中核となる技術は（特許やノウハウとして）
囲い込み、自社利益の源泉とする様な手法により世界規模で成長した欧米の IT系企業が注目されてい
ます。
一方で、我が国のエレクトロニクス関連企業が自社製品や独自開発技術の「権利化」に重点を置き、
内外で毎年数千件にも及ぶ特許を取得することによって世界市場の支配者として君臨しようとしたに
もかかわらず（販売数量が大きくなる）商品の普及期にアジア企業の台頭でシェアを急速に低下させ、
儲けられなくなるような事態がいくつかの製品分野で見られるようになっています。
その理由としては、
・製品に占めるソフトウエアの役割が大きくなり、技術が瞬時に国境を越えて伝搬する様になったこ
と２）。
・製品のコモディティー化（市場が要求する性能・価格帯の製品は、満了した特許技術だけで量産で
きるので、開発投資なしに誰もが容易にその事業に参入可能な状態）が進んだこと３）。
・モジュール化されたコンポーネントを組み合わせれば完成品になるような構成の（高度な製造技術、
技能者のスキル・熟練をあまり必要としない）商品が多くなり、もの作りの拠点が日本国内から低賃金
の労働力豊かな中国・アジア諸国に移ってしまったこと。
などといわれていて、従来のやり方を根本的に見直す必要性が提唱されています２）３）。
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｢オープン＆クローズ戦略｣の概念を示したのが図１です。４）

図１ オープン＆クローズ戦略

特許については、クローズ領域に位置する（＝独占排他的に使用する）場合とオープン領域に位置す
る（他社に積極的にライセンスしたり開放したりする）場合があり少々紛らわしいですが、第一回でお
話した｢権利化と秘匿化｣とは（境界が異なる）別の概念と考えて下さい。
（権利化／秘匿化の境界を、図１の左下に※で示しました）
中小企業のオープン＆クローズ戦略の事例としては、樹脂-金属からなる異種複合材製品の接合強度
の検査方法に関する国際標準（ISO）取得５）、非常口標識板の照度についての国内規格（J
IS）取得３）
などの積極的な標準化活動によって自社
製品の性能・品質の定量的かつ客観的な裏付けを確保し、自社の知名度・信頼度向上、製品の用途・販
路の大幅な拡大を実現している企業があります。
今後、オープン＆クローズ戦略が、我が国の製造業にもさらに浸透していくことが予想されます。そ
の中で｢秘匿化する技術｣を営業秘密として管理することが重要です。
まだ、みなさんの業界ではなじみのない概念だとしても、世の中の動向に注目しておいて下さい。

ＩＮＰＩＴ“営業秘密１１０番”（営業秘密・知財戦略相談窓口）について
ここで、私の所属する相談窓口のサービスについて、ご紹介します。
法律家（知財問題を得意とする弁護士）１名と、永年メーカーに勤務し知財部門での実務経験を有す
る知的財産戦略アドバイザー３名（筆者を含む）が、ご相談を承っています。
○ ｢窓口（霞が関の特許庁舎二階にあります）での対面相談｣
○ ｢電話での相談｣
○ ｢企業をご訪問しての出張相談｣
○ ｢企業内研修等への講師派遣｣
を行います。
（出張相談と講師派遣は、知的財産戦略アドバイザーが担当します）
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図２ 営業秘密・知財戦略相談窓口 担当者のプロフィール

“営業秘密 110 番” では、おもに図３に示したようなジャンルのご相談に対応します。
｢営業秘密について何も分からないけれど、まず初歩的な内容を教えて欲しい｣、｢職場で管理を一から
始めたい｣というような場合でも、お気軽にご連絡ください。
公的なサービスですので、あなたの会社をご訪問する場合でも費用は一切かかりません。

図３ “営業秘密 110番” で
主として扱う相談の分野

（広島県）知財総合支援窓口について
この会報｢Hatsu
meiひろしま｣を発行している広
島県発明協会には、｢広島県知財総合支援窓口｣とい
う知財全般の相談を受け付ける窓口が設置されて
います。私たちの営業秘密 1
10番は、これらの窓口
と密接に連携しており、企業様訪問等を一緒に行う
ケースが頻繁にあります。ですから、営業秘密に関
する相談を県内の窓口にお問い合わせいただいて
も、”営業秘密 11
0番” に直接ご連絡いただくの
でも、どちらでも構いません。
写真１
知財総合支援窓口と連携した相談対応（壁面の右側が筆者）
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営業秘密１１０番の連絡先 および関連機関のＵＲＬ
営業秘密相談や講師派遣の要請は、下記までご連絡下さい。

おわりに
４か月の長期にわたり私の拙文をお読みいただき、心よりお礼申し上げます。
｢できるだけ分かりやすく｣を心がけましたが、つたない文章で読みづらかったり理解しにくかった箇
所があったかも知れません。
内容で分からないこと、疑問点などがあれば、”営業秘密 110 番” にお問い合わせ下さい。
ＩｏＴ、ビッグデータなど、これからはより多くの情報を吸い上げ有効に利用することが製造業をは
じめあらゆる場面で日常的に行われる時代が到来することが予想されます。その様な時代に突入すれ
ば、情報の扱い方・価値といったものが大きく変化し、企業の営業秘密管理がこれまでにも増して重
要になって来るはずです。
いまからでも決して遅くありません。みなさまの職場でも営業秘密について学び、会社の大事な情報
を守って行く体制を作って行って下さい。
この連載が、そのキッカケになればと願っています。
最後に、この営業秘密講座連載の機会を提供してくださり、掲載中も多大なご支援を賜りました西村
専務理事、熊野課長をはじめ広島県発明協会の皆様に心より感謝いたします。

※【お断り】なお、本稿の意見にわたる部分は、すべて筆者の個人的見解に基づくものであり、筆者が所属する組織の
見解を示すものではありません。

参考文献
１）｢
ものづくり・サービス・ＩｏＴの結合と新たな知財戦略｣
INPITグローバル知財戦略フォーラム 201
6開催報告書（パネルディスカッションＡ－１）
http:
//ww
w.in
pit.
go.j
p/ka
tsuy
o/gi
ppd/
foru
mkok
unai
/for
u
m_kok
unai
0000
9.pd
f
２）小川 ｢オープン＆クローズ戦略 日本企業再興の条件｣増補改訂版 翔泳社
３）鮫島、小林 ｢
知財戦略のススメ｣P64日経 BP社
４）経済産業省 産業構造審議会 知的財産分科会 営業秘密の保護・活用に関する小委員会 第二回 資料６
｢中小企業等に対する営業秘密保護を含めた知的財産のワンストップ支援体制（特許庁）｣
http:
//ww
w.me
ti.g
o.jp
/com
mitt
ee/s
anko
ushi
n/ch
itek
izai
s
an/ei
gyoh
imit
su/p
df/0
02_0
6_00
.pdf
５）｢
中小企業でも国際規格は取れる｣日経ビジネス 2
015年 1月 26日号

著者略歴

小原 荘平（おはら そうへい）

昭和５５年 東北大学大学院工学研究科修士課程修了
同年日本ビクター(株)（現 JVC ケンウッド）入社、技術開発部門、法務・知財部門に
在籍。
平成２６年から独立行政法人工業所有権情報・研修館 知的財産戦略アドバイザー。
現在に至る。

連絡先：０３（３５８１）１１０１ 特許庁代表 内線３８４４
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■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”

知財トピックス（2016.7）

腹筋マシン「ワンダーコアスマート」の類似品販売、
意匠権侵害で「逮捕」
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、先月３０日に、女優の剛力彩芽さんがＣＭに出ていて有名な「ワ
ンダーコアスマート」（下記左側の写真）の類似品（下記右側の写真）の販売について、愛知
県警が、販売する輸入業者を、意匠法違反の疑いで、逮捕した事件についてです。

ワンダーコアスマート
（出典:ShopJapanH
P）

意匠登録第 1500344号

類似品
（出典:ﾀｶﾊｼ
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅ
ﾙHP）

今回の事件は、
「意匠権の専用実施権の侵害（意匠権者は台湾人）で侵害認定がされている」
点、「類似品が本物のワンダーコアスマートと下側ベース体を前後逆に付け変えただけで、極
めて似ており、同じ工場から出荷されているように思われる」点など、様々な問題点がありま
すが、今回、特に、この事件を取り上げたのは、意匠権の侵害事件で、警察が被疑者を『逮捕』
したことです。商標ではよく聞きますが、私が知る限り、意匠では、聞いたことがありません。
そもそも、刑事事件では、民事事件と違い、被疑者に「故意」がないと刑罰を与えることが
できません。この「故意」とは「犯罪の構成要件該当性の認識・認容」のことで、これを、意
匠権侵害行為に当てはめると、「自分の販売している商品が、他人の意匠権の意匠と同一又は
類似であること、を認識・認容している」ことが必要です（自分の販売している商品が、ワン
ダーコアスマートに似ている、という認識では足りません）。
ご存じのように、意匠権の類否判断は、専門家でも判断が分かれるくらい、難しいものです。
もし、今回の被疑者が意匠権を侵害していることを、確実に認識している場合には、故意の立
証（検察官が行います）は容易かも知れませんが、そうでない場合は、かなり面倒なことにな
るように思います。記事によると、被疑者は意匠権を侵害する意図はなかったと供述している
ようですし…。
この「逮捕」というのは、人の自由な行動を国家権力で制限するものであるため、本来、抑
制的でなければなりません。今回の逮捕に至るまでの経緯は分かりませんが、安易に、専用実
施権者からの告訴によって、愛知県警が逮捕したのであれば、やや勇み足の可能性があると思
います。以後、この事件の経過が気になるところです。
以上
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平成２８年度第１回会員交流会のご案内
■開催日時：平成２８年７月２９日（金） １５：００～１７：００（懇親会１７：３０～予定） ※受付開始１４：３０～
■場
所：株式会社サタケ （東広島市西条西本町 2-30 ℡082-420-0001（代））
■内
容：≪第１部≫
①㈱サタケ ショールーム、歴史館等見学
②「㈱サタケの知的財産活動の紹介（仮題）」＆意見交換
担当：株式会社サタケ 法務・知的財産本部 知的財産部課長 藤原孝浩 氏
≪第２部≫
懇親会 食彩四季ちろりんＴＯＷＮ（１７：３０～予定） ※有料
■参 加 者：広島県発明協会会員（または、入会希望の方）
■参 加 費：無料 ※但し、懇親会は 4,000 円（/1 人）のご負担をお願いいたします。（当日徴収）

■ セミナーのお知らせ
❏ 平成２８年度 知的財産権制度説明会（初心者向け）

参加料 無料

■日時：平成２８年８月３１日（水） １３：３０～１７：００
■場所：広島国際会議場 地下２階 中会議室「コスモス」 （広島市中区中島町１－５ (平和記念公園内)）
■定員：１５０名 ※事前申込制のため、定員になり次第締め切りますので予めご了承ください。
■お申込み・お問い合わせ：知的財産権制度説明会運営事務局（一般社団法人発明推進協会）
WEB http://www.jiii.or.jp/h28_shoshinsha/ e-mail h28_shoshisｈa@jiii.or.jp
TEL 03-3502-5436 FAX 03-3504-1480

❏ 中堅技術者のための知的財産Ａｄｖａｎｃｅ講座
■開催日時：平成２８年９月１４日(水) ９ :３０～１６：３０
■開催場所：広島発明会館 ４Ｆ 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１)
■参加条件：発明協会会員 （広島県発明協会以外の協会会員も受講可能です。）
※日本知的財産協会会員は、日本知的財産協会からお申し込みください。
■受講料：１１，０００円（消費税込）（広島県発明協会会員の方は、参加補助券をご利用いただけます。）
■申込締切：平成２８年８月１９日（金）

❏ 中国における失敗しない意匠、商標戦略及び模倣品対策
■日時：平成２８年７月２５日（月） １４：００～１６：００
■場所：広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
■講師：毛 立群 氏 上海立群専利代理事務所 代表 弁理士･弁護士 ※日本語でご説明いたします。
■受講料：会員 ０円 （無料） ／ 一般 ８，０００円 （税込）

開催日決定セミナー

※詳細が決まりましたら、HP 等でご案内いたします。

❏ タイムスタンプ及び知財業界の最新動向
～タイムスタンプ保管サービス、先使用権ガイドライン説明と最新事例紹介～
■日時：平成２８年９月７日（水） 午後
■場所：広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
■講師：山口 学 氏 アマノビジネスソリューションズ株式会社 ＴＢＰ事業推進部

❏ トムソンロイター知財セミナー ～Ｔｈｏｍｓｏｎ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ の活用法～(仮題)
■日時：平成２８年９月３０日（金） 午後
■場所：広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
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■ ６月の活動報告
広島県知財総合支援窓口 第１回連携会議（6/6）

ひろしま知財塾初級編 第１回
広島会場（6/2）

福山会場（6/15）

講師：前田特許事務所
弁理士 大石 憲一 氏

職務発明制度改正セミナー
～規程改正と社内手続の実務～（6/8）

東友会協同組合＆広島県発明協会連携企画
フマキラー㈱広島工場見学会（6/16）

講師：弁護士法人御堂筋法律事務所
弁護士 髙畑 豪太郎 氏

営業秘密セミナー
～会社のヒミツを守るには～<広島会場>（6/17）

日本知的財産協会会員・発明協会会員のための
特別講演会・工場等見学会・懇親会（6/30）

講師：（独）工業所有権情報・研修館
知的財産戦略アドバイザー 古田 恵夫 氏

講師：内田・鮫島法律事務所
弁護士 鮫島 正洋 氏
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■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❏ 広島県発明協会関連行事 ＜７月＞
1日

(金)

「図書館で学ぶ知的財産講座」第１回

2日

(土)

呉市少年少女発明クラブ活動日、わくわくケミカルクラブ活動日（6/25 の振替）

3日

(日)

広島少年少女発明クラブ活動日

7日

(木)

「ひろしま知財塾初級編」＜広島会場（春コース）＞第２回

9日

(土)

東広島市・福山少年少女発明クラブ活動日

13 日

(水)

「知財･技術者のための国内拒絶理由実務講座」

15 日

(金)

「会社のヒミツを守るには」＜福山会場＞、「図書館で学ぶ知的財産講座」第２回

16 日

(土)

呉市少年少女発明クラブ活動日

20 日

(水)

「ひろしま知財塾初級編」＜福山会場＞第２回

23 日

(土)

呉市・東広島市少年少女発明クラブ活動日、わくわくケミカルクラブ活動日

24 日

(日)

広島少年少女発明クラブ活動日

25 日

(月)

「中国における失敗しない意匠、商標戦略及び模倣品対策」

28 日

(木)

広島県内発明クラブ交流会

29 日

(金)

第１回会員交流会

30 日

(土)

広島少年少女発明クラブ活動日

○会員（法人）名簿を作成しております！
当会では、現在、広島県発明協会の法人会員様の名簿を作成しております。
昨年度の記載内容から変更がございましたら（変更時にすでにご連絡いただいている場合を
除く）、事務局までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
連絡先 一般社団法人広島県発明協会 担当：熊野、水戸
TEL：082-241-3940
FAX：082-241-4088
e-mail：info@hiroshima-hatsumei.jp

■ 新刊書籍のご案内 （２０１６年６月～２０１６年７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 商標審査基準 改訂第 12 版
著者等 特許庁
価
格
会員価格

６５０円
５８５円
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内 容
本書、商標審査基準改訂第 12 版は、産業
構造審議会知的財産分科会商標制度小委
員会商標審査基準ワーキンググループにお
ける、合計６回にわたる公開による審議を経
て、商標法第３条（商標の登録要件）を中心
に審査基準の修正を行い、より具体化及び
明確化する等の見直しを行いました。

