Patent Information

Ｈatsumei ひろしま
Ｖｏｌ．66

9 月号

2016.9.15 発行

■

中小企業お役立ちインフォメーション～Information～ No.6

■

青少年創造性育成事業に関するお知らせ

■

最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”

■

セミナーのお知らせ

■

８月のセミナー・イベント等の報告

■

広島県発明協会事務局からのお知らせ

■

新刊書籍のご案内

■

広島県内特許等情報 【平成２８年７月分】

■

知財総合支援窓口・無料相談のご案内

一般社団法人広島県発明協会
〒730-0052 広島市中区千田町三丁目１３番１１号
TEL ０８２－２４１－３９４０
FAX ０８２－２４１－４０８８
URL http://www.hiroshima-hatsumei.jp/
E-mail info@hiroshima-hatsumei.jp
広島発明

検索

中小企業お役立ちインフォメーション ～Information～
№6
ニセモノでお困りではないですか？
「税関の知的財産侵害物品

差止申立制度」を活用しませんか？

● 差止申立制度とは
・知的財産のうち、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・
著作権・著作隣接権若しくは育成者権、又は不正競争防止
法（以下、不競法）によって保護される利益に関する権利
を有する者が、自己の権利を侵害すると認められる貨物が
輸出又は輸入される恐れがある場合に、税関に対し、当該
貨物の輸出入を差止め、認定手続きを執るべきことを申し
立てる制度です。権利者の差止申立てにより、税関では、
知的財産侵害物品に対し、より効果的な水際取締りを行う
ことができます。
●

認定手続とは
知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物について、侵害物品に該当するか否かを認定
するための手続きが「認定手続」です。
「認定手続」の結果、侵害物品であると認定された物
品は、税関による没収の対象となり、その輸出入が差し止められます。

●

税関での取締りについて
知的財産侵害物品は、関税法で輸出又は輸入できない物品と定められており、これらの物品
を輸出入しようとした者には、10年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金が課され、又
はこれらが同時に課されることがあります。
○

詳細は、税関の知的財産侵害物品の取締りＨＰ
http://www.
customs.
go.jp/mi
zugiwa/c
hiteki/
inde
x.htm を参照ください。
（出展:税関リーフレット ht
tp:
//w
ww.
cus
tom
s.g
o.j
p/m
izu
giw
a/c
hi
teki
/pa
ges
/d_
005
.ht
m から抜粋･加工して作成）

（参考）Ｈ27年度の税関における知的財産侵害物品の差止め状況
・輸入差止件数は 2
9,274件で、過去最多であった前年（平成 26年）に次いで引き続き高
水準。
・仕出国（地域）別の輸入差止件数では、中国が全体の 9
1.1％（26,670件）。
・知的財産別では、偽ブランド品などの商標権侵害物品の輸入差止件数・点数の割合がと
もに 9割を超えました。偽キャラクターグッズなどの著作権侵害物品については、輸入
差止点数が前年の約 3倍となりました
・品目別に見ると、輸入差止点数が大きく伸びた主なものは、ゴルフクラブ用グリップ
などの運動用具、バッグ用金具などのバッグ類付属品などでした。 また、使用するこ
とにより健康や安全を脅かす危険性のある、医薬品や自動車部分品などの知的財産侵害
物品の輸入差止めが増加基調で、ともに輸入差止点数が前年の 2倍を超えました。
○

詳細は財務省の下記ＨＰを参照下さい。
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2015/20160304.htm
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■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❏ 第５回少年少女チャレンジ創造コンテスト広島県大会（8/23）
（第７回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト地区大会）
８月２３日（火）、広島市工業技術センターにおいて
第５回チャレコン広島県大会を開催しました。
今年は、広島少年少女発明クラブから１チーム、広
島市内・呉市内の中学校から５チームが参加し、くふう
を凝らしたからくりを搭載した「からくりパフォーマンスカ
ー」を制限時間内にゴールさせる競技に果敢にチャレ
ンジしました。

広島県発明協会会長賞
ベストインプレッション賞

ＰＥＡＣＥ隊（広島少年少女発明クラブ）
「はばたけ！！おりづる」
ひろしまのおいしい”かき”を食べ隊（広島市立庚午中学校）
「ひろしまのおいしい”かき”を召し上がれ」

競技の様子
のんびりし隊（広島市立瀬野川東中学校）
「広島の列車」

昭和北中学校 科学技術部
（呉市立昭和北中学校）
「走れ！クリーンな未来を運ぶ
スクリュートラック」

審査員の質問に答えるチーム

表彰式

参加チームと審査員・審判員による集合写真
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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
8/11 「発明くふう作品及びチャレコンの製作」（参観日）

福山少年少女発明クラブ
8/27 「発明くふう展出品作品仕上げ」

呉市少年少女発明クラブ
8/20 「自由活動」

東広島市少年少女発明クラブ
8/27 「ブーメラン」

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告（8/27）

『酸化と還元Ⅱ』 ～日光写真で遊ぼう～
ケミカルマジック
『魔法の牛乳びん』

白と黒をはっきりと塗り分け
て作った「種紙」（ネガ）と印
画紙をセットし日光に当てる
と日光写真できました！

❏ わくわくケミカルクラブ工場見学（8/6）

戸田工業株式会社大竹事業所を見学！
わくわくケミカルクラブでは、８月６日（土）、化学系企業の工場を見
学することで、化学に親しみ、ものづくりの面白さを知ることを目的とし
て、３０名のクラブ員と４名の引率者が戸田工業㈱大竹事業所を訪問し
ました。
ご協力いただきました戸田工業㈱の皆様に厚く御礼申し上げます。

工場見学に出発
会議室で説明を聞きます

工場見学の様子を夏休み新聞に
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■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”

知財トピックス（2016.9）

「GooglePatents」新たに日本・イギリス・フランスなど
11カ国の特許が検索対象に
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、Googleの特許情報検索サービス「G
ooglePatents
」において、
検索対象として、日本の他 11カ国が追加されたというニュースについてです。

（出典:「Goog
lePat
ents」トップページ ht
tps://
pa
tents.go
ogle.c
om/）

Googleは、2006年 12月から米国特許文献の検索サービス「Googl
ePatentSearch」を
提供しており、その後、
「GooglePatents
」を特許情報検索サービスとして新たに提供し、
これまで、米国のみならず、EP
O、中国、カナダ、ドイツ、世界知的所有権機関（WIPO）
の特許文献を検索対象としていました。
そして、今回、2
016年 8月から、日本、大韓民国、イギリス、スペイン、フランス、
ベルギー、ロシア、オランダ、フィンランド、デンマーク、ルクセンブルグの１１ヶ国の
特許文献についても、検索対象としました。
今まで、個人的には、この Googleの検索サービスについては、米国の特許文献の特許
番号等が分かるものついて、公報を印刷するために使っていました。なぜなら、米国特許
商標庁のＨＰは、公報がＰＤＦデータではないため、公報印刷がしにくいためです。
もっとも、裏返して言うと、Googleの検索サービスは、検索精度をあまり信用してい
なかったので、本格的な検索ツールしては使用していませんでした。特に、欧州の公報等
については、信用度が高い Espacen
et
（エスパスネット）が存在するため、その必要性を
感じていませんでした。
しかし、今回、日本に公報が検索対象になったことを考えると、活用できる余地がある
かもしれません。いや、もし、Ｊ-PlatPatと同等の検索結果が得られるのであれば、検
索対象の国も多いので、かなり使える検索サービスになるかも知れません。
現時点で、「Goog
lePatentsの使い方」について、詳細に解説したものがない（インタ
ーネット上にも存在しません）ため、私自身、検証していませんが、これから先、知財担
当者としては、検索サービスの選択肢の一つとして、「GooglePaten
ts」も検討しても良
いかも知れません。
以上
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■ セミナーのお知らせ
❏ ひろしま知財塾 ＜上級編＞
■日時：第１回 平成２８年１０月２０日（木）、第２回 平成２８年１１月１７日（木）、
第３回 平成２８年１２月１５日（木）、第４回 平成２９年 １月１９日（木）
※開催時間は各回１３：３０～１７：００
■場所：広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
■対象：知財経験者（知財部員、知財知識のある方等）
■講師：大石 憲一 氏 特許業務法人 前田特許事務所 弁理士
■受講料：会員 ３，８００円/１回（税込 4,104 円） ／ 一般 ７，６００円/１回（税込 8,208 円）
※４回続けて受講される場合、特別価格にて受講できます。
会員 １３，０００円/４回（税込 14,040 円） 一般 ２６，０００円/４回（税込 28,080 円）
※広島県発明協会会員の方は、参加補助券をご利用になれます。
※知的財産管理技能士の方は、会員価格にて受講できます。
■募集：各回１０名程度

❏ ひろしま知財塾 初級編＜広島会場・（秋コース）＞
■日時： 第１回 平成２８年１０月６日（木）、第２回 平成２８年１１月２日（水）、
第３回 平成２８年１２月１日（木） ※開催時間は各回１３：３０～１７：００
■場所：広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
■対象：知財初心者（技術者、新入社員、知財兼任者等）
■講師：大石 憲一 氏 特許業務法人 前田特許事務所 弁理士
■受講料：会員 ３，８００円/１回（税込 4,104 円） ／ 一般 ７，６００円/１回（税込 8,208 円）
※３回続けて受講される場合、特別価格にて受講できます。
会員 １０，０００円/３回（税込 10,800 円） 一般 ２０，０００円/３回（税込 21,600 円）
※広島県発明協会会員の方は、参加補助券をご利用になれます。
※知的財産管理技能士の方は、会員価格にて受講できます。
■募集：各回１０名程度

❏ ﾄﾑｿﾝ･ﾛｲﾀｰ『 グローバル特許検索 』講習会 ～THOMSON INNOVATION を有効に活用するために～
■日時：平成２８年９月３０日（金） １４：００～１６：００ （16:10～個別相談・事前予約制）
■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：トムソン・ロイター 花田 佳子 氏、小跨 修啓 氏、白井 薫 氏
■対象：Thomson Innovation の利用者、Thomson Innovation に興味をお持ちの方 他
■参加料：無料
■定員：１５名程度（定員になり次第、締め切らせて頂きます）

❏ 広島弁護士会 知的財産連続講座（全２回） 「会社のヒミツを守るには～発展編～」
■日時： 第１回 平成２８年 ９月２８日（水）１５：００～１６：３０
第２回 平成２８年１０月２６日（水）１５：００～１６：３０
■場所：広島弁護士会館 ２階 大会議室 （広島市中区上八丁掘 2-73 広島弁護士会館）
■講師：中尾文治 氏、畑雄太 氏、和田学 氏 （弁護士・広島弁護士会）
■参加費：無料
■定員：５０名
■締切：平成２８年９月２１日（水）
※定員５０名に達した場合は期日前に締め切る場合がございます。
※どちらか、一日だけの受講も受け付けています。
■お問合せ、申込先：広島弁護士会 ＴＥＬ082-228-0230 ＦＡＸ082-228-0418

５

❏ 特許庁 2016 知的財産権制度説明会（実務者向け）
■開催日時： 第１日 １０月３１日（月） １０：２０～１７：４０
第２日 １１月２１日（月） ９：３０～１８：００
第３日 １月１３日（金） １１：２０～１７：４０
■開催場所：広島商工会議所１０１号室 （広島市中区基町５－４４）
■参加料：無料
■定員：各１００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：知的財産権制度説明会（実務者向け）運営事務局（一般社団法人発明推進協会）
WEB http://www.jiii.or.jp/h28_jitsumusya/index.html
E-mail h28_jitsumusya@jiii.or.jp
ＴＥＬ 082-241-3940 FAX 082-241-4088 （広島県発明協会）
セミナーに関するお問合せ （一社）広島県発明協会 担当 吉村、熊野
TEL：082-241-3940 FAX：082-241-4088
e-mail：info@hiroshima-hatsumei.jp URL：http://www.hiroshima-hatsumei.jp/

■ ８月のセミナー・イベント等の報告
【巡回特許庁 in ひろしま 8/29～8/31】（特許庁・中国経済産業局）

【初心者向け説明会（8/31）】

地域のユーザーに知財制度や特許庁の支援策をより効果的に
活用していただくことを目的として、8 月 29 日から 31 日に
かけて中国地域で初めてとなる「巡回特許庁 in ひろしま」が
広島市において開催されました。写真提供：(一社)発明推進協会

知財活用セミナー
講師：内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士
鮫島 正洋 氏

講師：特許庁 産業財産権専門官
高田 龍也 氏

「カワいいモノ研究会」や中国地域の地
域団体商標等の PR 展示会場の様子
交流会にて挨拶を行う平野会長

【ひろしま知財塾 初級編】

講師：前田特許事務所 弁理士 大石 憲一 氏

広島会場（8/4）

６

福山会場（8/17）

■ 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 ＜９月＞
2日

(金)

発明クラブ中国ブロック内合同研修会

3日

(土)

呉市少年少女発明クラブ活動日

6日

(火)

広島県知財事業関係者会議

7日

(水)

「タイムスタンプ及び知財業界の最新動向」

8日

(木)

第６２回全国発明振興会議１日目

9日

(金)

第６２回全国発明振興会議２日目、広島市児童生徒発明くふう展書類審査

10 日

(土)

呉市・福山少年少女発明クラブ活動日

11 日

(日)

広島少年少女発明クラブ活動日

13 日

(火)

備後地区生徒児童発明くふう展審査会

14 日

(水)

16 日

(金)

21 日

(水)

東広島市児童生徒発明くふう展審査会、「中堅技術者のための知的財産Ａｄｖａｎｃｅ講座」
呉市児童生徒発明くふう展審査会
日本知的財産協会・広島県発明協会 特別講演会「オープン&クローズ戦略」(仮)
広島県未来の科学の夢絵画展１次審査

22 日

(木)

24 日

(土)

27 日

(火)

広島少年少女発明クラブ活動日
備後地区生徒児童発明くふう展表彰式、わくわくケミカルクラブ活動日
東広島市・呉市・福山少年少女発明クラブ活動日
広島市児童生徒発明くふう展審査会

30 日

(金)

トムソン・ロイター『グローバル特許検索』講習会

■ 新刊書籍のご案内 （２０１６年７月～２０１６年９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。

内

書籍名 工業所有権（産業財産権）
法令集 第 60 版
著者等 一般社団法人発明推進協会

価
格
会員価格

７，０２０円
６，３１８円

書籍名 平成 27 年改正知的財産権法文集
平成 28 年 4 月 1 日施行版増補
著者等 一般社団法人発明推進協会
価
格
会員価格

２，４００円
２，１６０円

７

容

本書は、産業財産権（工業所有権）に関する全ての
法律・政令・省令・条約を収録し、条文ごとに類似規
定・参照条文を記載しています。60 版では、「意匠の
国際分類を定めるロカルノ協定」「意匠の国際登録
に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」「特許
法条約」「商標法に関するシンガポール条約」の条約
を付加し、平成 27 年改正法（平成 27 年法律第 55
号）等を、平成 28 年 6 月 1 日に施行されている条文
で編集しています。

内

容

平成 28 年 4 月 1 日に施行されている知的財産権に
関連する法律・条約等を全般的に網羅した携帯に便
利な法文集です。昨年 7 月 10 日に公布された「特許
法等の一部を改正する法律（平成 27 年法律 55 号）」
及び「不正競争防止法の一部を改正する法律（平成
27 年法律 54 号）」などを本文に組込み、さらに「特許
法条約」「商標法に関するシンガポール条約」も収録
しています。

