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中小企業お役立ちインフォメーション ～Information～
知的財産経営セミナーのご案内！

№7

（開放特許紹介及び個別相談会）

参加無料
日時：20
16年 11月 11日（金）13：00
～17：00
会場：広島県情報プラザ 2階 第 1・2研修室
対象：広島県内の小規模・中小企業、支援機関
申込方法：下記 HPをご覧の上、申込フォームより F
AX又は e-mailにてお申込み下さい。
https://www.hiwave.or.jp/event/9578/
申込〆切：11月 2日（水）
● 経済のグローバル化や第４次産業革命の進展など，地域の中小企業の経営においても，知的財産を
活用した知財戦略の重要性がますます問われています。そこで，ひろしま産業振興機構では，
知的財産を経営手法に生かすヒントをご提供する機会として，
「知的財産経営セミナー」を開催します。
● プログラム
第１部

1
3:10
～14
:40 講演「モノづくり企業を活性化する 4つの秘訣」
～ネジザウルス GTの開発から得られた「ＭＰＤＰ」～
講師 株式会社エンジニア 代表取締役社長 高崎 充弘氏
ものづくり企業が知的財産を独自のＭＰＤＰ理論に取り入れ，ヒット商品を
生み出した経営手法のご紹介。

第２部

1
4:50
～15
:10 中国電力株式会社の保有する開放特許の紹介
オープンイノベーションによる地域産業の活性化の一環として，大企業と中小企業の
知的財産を切り口としたビジネス創出の機会をご提供。

第３部

1
5:10
～15
:30 支援事業の紹介
①よろず支援拠点の紹介
広島県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 畑 博士
②知財総合支援窓口の紹介
（一社）広島県発明協会 知財アドバイザー 原田 昌博

第４部

1
5:40
～17
:00 個別相談会（事前予約制）
（広島県よろず支援拠点、中国電力株式会社、（一社）広島県発明協会の各機関が個別
ブースを設け、ご相談を承ります）

講師 高崎 充弘（たかさき みつひろ）氏
株式会社エンジニア 代表取締役社長
東京大学卒業後、造船会社のディーゼルエンジン技師として１０年間勤務、その間に
米国レンスラ―工科大学修士課程卒業。1
9
8
7年に家業の双葉工具株式会社（現エン
ジニア）に入社。2
0
0
4年に代表取締役社長に就任。二級知的財産管理技能士。
大ヒット工具「ネジザウルスシリーズ」の開発にあたって、M（マーケティング）、
P
（パテント）、D
（デザイン）、P
（プロモーション）の 4つの要素を欠かさず組み合
わせることでヒット商品が生まれるという「M
P
D
P理論」を独自に編み出す。
著書に「ネジザウルスの逆襲」
（日本実業出版社、2
0
1
5年）がある。

■主催（公財）ひろしま産業振興機構（広島県よろず支援拠点・広島県中小企業知財支援センター）
■共催 経済産業省中国経済産業局
■協力（一社）広島県発明協会 中国電力株式会社
■後援 広島県
お問合せ先：公益財団法人ひろしま産業振興機構（担当：橋本、蔵田、越智）
〒730
-005
2 広島市中区千田町 3-7
-47 TE
L:(08
2)24
0-77
01
FAX
：（0
82）2493232
E-MAI
L：h
-yor
ozus
hien
@hiw
ave.
or.j
p
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■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❏ 第６５回備後地区生徒児童発明くふう展表彰式 （9/24）
９月２４日（土）、とおり町交流館（福山市笠岡町）において、備後地区生徒児童
発明くふう展表彰式が開催されました。当会からは、鳥越副会長が出席し、モビコ
ン特別賞等の授与を行いました。
当日は、松本賞から優秀賞までの４１点、ならびに団体賞７校の表彰が行われま
した。

松本賞
「ばあちゃん雨だよ」

モビコン特別賞
「空気で動くケーブルカー」

表彰式の様子

❏ 平成２８年度少年少女発明クラブ中国ブロック内合同研修会 （9/2）
少年少女発明クラブの効率的な運営や活動の充実を図ることを目的として、中国地方の発明クラブ指導員
等を対象に、合同研修会を開催いたしました。
当日は、発明クラブ指導員等合せて４９人が参加し、（公社）発明協会による事務連絡の後、津山市、呉市、
広島の３つの発明クラブによる活動報告、教材紹介を行い、最後に、実技研修を行いました。
実技研修は、広島少年少女発明クラブの三光指導員により、広島発明クラブが公開発明教室で実施した教
材「羽ばたくチョウチョ」を製作しました。指導員の方々は手早く完成し、改良工夫に取り組む様子も見受けられ、
今後の活動の参考になる大変有意義な研修会となりました。

素利副会長による開会挨拶

実技研修の様子
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❏ 少年少女発明クラブ活動報告
広島県内発明クラブの９月に行われた活動の様子をお知らせします。

福山少年少女発明クラブ
9/24「電磁石ブザー」

広島少年少女発明クラブ
9/22「完成コース：電気工作」

東広島市少年少女発明クラブ
9/24 「イライラ棒の作成（電気工作）」

呉市少年少女発明クラブ
9/3「自由活動」

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告（8/27）

葉の表面にある気孔を、顕微鏡写真
を用いて説明。
ケミカルマジック「鉄が燃える？燃えたら軽くなるか、
重くなるか？」上皿天秤にスチールたわしを乗せて、
分銅でバランスをとっています。

朝顔の葉を使って光合成の実験をしました。

３

■ 会員紹介

Ｖｏｌ．２６

このコーナーでは、ご寄稿いただいた資料を基に会員の皆様の企業情報を紹介しています。
今回は、「株式会社エネルギア・コミュニケーションズ（略称：エネコム）」様です！

会社概要
◆設立
◆代表者
◆所在地

198
5年 4月 1日
取締役社長 熊谷 銳
本店 広島県広島市中区大手町二丁目 11番 1
0号

◆資本金
◆従業員
◆事業内容

60億円
93
3名（201
6年 4月 1日現在）
システム構築，ソフトウェア開発，コンサルティングなどの情報処理事業と
信頼性の高い光ファイバーケーブルによる電気通信事業を行っています。さ
らにこの両者を効率的かつ有機的に活用するトータルソリューション事業お
よび付帯事業を展開しています。

個人さま向けサービス

◆ホームページ

中小企業・個人事業者さま向けサービス

法人さま向けサービス

htt
p://www.
enecom.c
o.jp

EneWings広島データセンター（2016年 12月サービス開始予定）

安全性と利便性を兼ね備えた好立地に，信頼のファ
シリティと万全のセキュリティを完備した，広島初の
ハイスペックデータセンターが誕生します。お客さま
の情報資産を守るとともに，システム構築から運用ま
でをトータルにサポートします。

≪特長≫

◆抜群のロケーション
◆厳重なセキュリティ
◆最高水準の耐災害性
◆大容量電源・高耐荷重
◆高信頼ファシリティ
◆高品質・大容量ネットワーク

EneW
ings広島データセンター

お問い合わせは，下記までお願いします。
法人営業部 050-820
1-1425

フラッパーゲート（共連れ防止装置）

４

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”

知財トピックス（2016.10）

日本弁理士会提供番組「ＰＡＴ（パッと）やってみた！」始まる
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、今月から中国５県で放送されている、日本弁理士会が提供する
テレビ番組「ＰＡＴ（パッと）やってみた!
」についてです。

（出典:日本弁理士会特設ページ http:
//www.jpaa
.or.jp/tv/）
広島では、第１回目の放送が１０月７日にあったので、既に、ご覧になった方もおられ
るかも知れませんが、日本弁理士会では、知財意識の向上と弁理士の認知度向上のため、
「ＰＡＴやってみた!」というテレビ番組を提供し、今月から中国５県で放送しています。
この番組は、１回約３分のミニ番組で、全１３回の放送予定です。各回の内容は、「中国
５県の中小企業の知財の紹介」と、「弁理士という職業について紹介」の二本立てとなって
います（広島では、テレビ新広島で毎週金曜日 22
：52～22：55に放送）。
また、この番組の制作者は、中国経済産業局のＨＰにある、あの「もうけの花道」を製
作したＴＳＳプロダクションです。このため、今回の番組も、知財や弁理士の事を、かな
り分かりやすく、親しみを持てるように、作られています。
今回、中国５県だけで放送されるのは、
“知財”や“弁理士”の認知度が、一般の方に
あまり高くなく、それでいて、それなりの人口規模のある地域が「中国地方」である、
として、放送地域として選ばれたそうです。
この放送によって、“知財”や“弁理士”の認知度が高まり、中国地方で出願件数等が
増加した等、の効果があれば、日本弁理会にとっては嬉しいのですが…、果たしてどうな
るでしょうか。
なお、過去の放送分については、テレビ放送の１週間後に、上に示した日本弁理士会の
特設ページにアップされます。放送を見逃した方は、是非、特設ページにアクセスして頂
き、ご覧になって頂ければと思います。
以上
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■ セミナーのお知らせ
❏ 特許情報プラットフォーム（Ｊ－ＰｌａｔＰａｔ）検索入門
■日時：平成２８年１１月２８日（月）１３：３０～１６：００（16：00～個別相談） 受付 13：00～
■場所：合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市まちづくり市民交流プラザ）北棟６Ｆ
マルチメディア実習室 （広島市中区袋町 6-36）
■対象：特許情報プラットフォームに興味をお持ちの方 他
■講師：広島県知財総合支援窓口（一般社団法人広島県発明協会）
知財活用アドバイザー 柳下 加寿子（やぎした かずこ）
■受講料：無料
■定員：１５名程度

❏ （公財）ひろしま産業振興機構・広島県よろず支援拠点による

「知的財産経営セミナー

～開放特許紹介＆個別相談会～

」

■日時：２０１６年（平成２８年）１１月１１日（金） １３：００～１７：００
■場所：広島県情報プラザ ２階 第１・２研修室 （広島市中区千田町３－７－４７）
■対象：広島県内の小規模・中小企業の皆様、支援機関ご担当の皆様
■参加料：無料
■申込締切：１１月２日（水）
■内容：第１部 講演「モノづくり企業を活性化する４つの秘訣」
～ネジザウルスＧＴの開発から得られた「ＭＰＤＰ」～
講師 株式会社エンジニア 代表取締役社長 高崎 充弘 氏
第２部 中国電力株式会社の保有する開放特許の紹介
第３部 支援事業の紹介
①よろず支援拠点の紹介
②知財総合支援窓口の紹介
第４部 個別相談会（事前予約制）

❏ 特許情報検索研究発表会 （（一社）日本知的財産協会 中国・四国・九州地区協議会臨時会合）
■日時： ２０１６年（平成２８年）１１月１１日（金） １３：３０～１６：３０ 受付 13：00～
■場所：マツダ労働組合 ふれあい会館 ６階会議室 （広島市南区小磯町 1-1）
■対象：日本知的財産協会会員・発明協会会員
※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。
■参加費：無料
■申込締切：１１月４日（金）

❏ ひろしま知財塾 ＜上級編＞
■日時：第１回 平成２８年１０月２０日（木）（終了）、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）
※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。

６

❏ 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）（終了）、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）
※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。

❏ 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日目 １０月３１日（月） １０：２０～１７：４０
第２日目 １１月２１日（月） ９：３０～１８：００
第３日目 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

●有料セミナー参加補助券は、広島県発明協会が主催するすべてのセミナーでご利用いた
だけます。参加補助券１枚につき、セミナー受講料＜３，８００円+税＞を補助させていただ
きます。まだ、お手元にございましたら、これからのセミナー等に是非ご利用ください。
●台風等暴風時のセミナー・講習会等の開催の取り扱いについて、当会ホーム―ページに記
載しました。
セミナー一覧表、開催の取り扱いについては、以下のホームページをご参照ください。
http://www.hiroshima-hatsumei.jp/semina-kouenkai
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

■ ９月に開催されたセミナー・会議等の報告
タイムスタンプ及び知財業界の最新動向（9/7）

中堅技術者のための知的財産Ａｄｖａｎｃｅ講座（9/14）

【講師】
アマノビジネスソリューションズ㈱ 山口 学 氏

【講師】 ㈱デンソー 駒村 利憲 氏
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日本知的財産協会・発明協会
特別講演会「オープン＆クローズの知財思想を必要と
する時代の到来-技術イノベーションを持続的成長に
結びつける知財マネジメントの方向性-」（9/16）

【講師】
東京大学政策ビジョン研究センター
シニアリサーチャー 小川 紘一 氏

❏ 第６１回全国発明振興会議（9/8～9）

トムソン・ロイター
『グローバル特許検索』講習会（9/30）

【講師】
トムソン・ロイター 小跨 修啓 氏
花田 佳子 氏

主催：石川県、（公社）発明協会（担当：（一社）石川県発明協会）

地方自治体の発明奨励・知的財産権の担当者、地域の連携機関及び発明協会代表者が一堂
に会し、発明奨励にかかる諸施策の推進、知的財産権制度の普及啓発を深めるために、
ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢（石川県金沢市）において、全国会議が開催されました。

澁谷工業㈱による知財への
取り組み事例発表

（公社）発明協会 中嶋副会長による挨拶

❏ 広島県知財総合支援窓口における関係者会議の開催

知財事業関係者会議（9/6）

第３回知財アドバイザー会議（9/23）
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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 ＜１０月＞
6日

(木)

ひろしま知財塾/初級編/広島会場・秋コース①

8日

(土)

広島市児童生徒発明くふう展表彰式
呉市児童生徒発明くふう展表彰式
東広島市児童生徒発明くふう展表彰式
福山少年少女発明クラブ活動日

12 日

(水)

広島県未来の科学の夢絵画展審査会

16 日

（日）

広島少年少女発明クラブ活動日

19 日

(水)

広島県児童生徒発明くふう展審査会

20 日

(木)

ひろしま知財塾/上級編/広島会場①
コベルコ建機㈱による理科授業/広島市立中野東小学校

21 日

(金)

担当理事会

22 日

(土)

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

31 日

(月)

特許庁 実務者向け知的財産権制度説明会①「商標の審査基準他」

■ 新刊書籍のご案内 （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 産業財産権標準テキスト
特許編 第８版
著者等 経済産業省 特許庁
企画 （独）工業所有権情報・研修館
価
格
会員価格

６４８円
５８４円

著者等 経済産業省 特許庁
企画 （独）工業所有権情報・研修館
価
格
会員価格

７２０円
６４８円

書籍名 特許出願の中間手続基本書
第４版
著者等 大貫 進介
価
格
会員価格

本書は、特許制度と出願の基礎について、マンガ・
豊富なイラスト・図表を用いて、わかりやすく解説して
います。日常の研究活動等で生まれるアイデアを特
許になる発明として把握し、特許を取得できるまでの
実務能力が身に付くよう構成しております。知財入門
者から技術者・研究者の方まで幅広く利用できる特
許入門書の決定版です。

内

書籍名 産業財産権標準テキスト
総合編 第４版

３，７８０円
３，４０２円

９

容

容

本書は、「特許法」「実用新案法」「意匠法」「商標法」
「著作権法」「種苗法」「不正競争防止法」等の概要
を、全ページ多色刷りで、マンガ・豊富なイラスト・図
表を用いて、わかりやすく解説している入門書です。
この一冊で発明、デザイン、ブランド、トレードマー
ク、技術移転、著作権、育成者権、営業秘密等、知
的財産全般を学ぶことができます。

内

容

本書は、拒絶理由に対する権利行使を考慮した応
答の仕方を、判例を引用しながら網羅的に解説した
ものです。平成２７年１０月１日に運用が開始された
「特許・実用新案審査基準」、「特許・実用新案審査
ハンドブック」及び平成２７年の特許法等の法律改正
を踏まえ、前版の内容を全面的に精査し、新たな裁
判例を加えた最新版です。

