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これから海外進出を検討している、又は、すでに海外展開をしている中堅・中小・
ベンチャー企業等の方、是非ご参加ください！

「絶対知っておきたい！中小企業の海外展開セミナー
～知財面と経営面から～ in 広島」開催

無料

日時：平成２８年１２月７日（水）14：00～17：30
会場：ＲＣＣ文化センター（広島市中区橋本町 5-11）

13：30 受付開始

●我が国中小企業の新興国を中心とした海外進出が活発化している中、進出先において技術・
情報の流出や知的財産権の先取りといったトラブルが増加しています。
また、現地のビジネス環境調査や海外ビジネスの経営においてのリスクマネジメント等、
経営上の各要素においても準備が重要であるということは言うまでもありません。
そこで、これから海外進出を検討している、又は、すでに海外展開をしている中堅・中小・
ベンチャー企業等の方を対象に、知的財産面・経営面から見た、海外ビジネスを円滑に進め
るための留意点や各種支援サービスを紹介します。皆様、是非ご参加ください！
●内容（予定）
① 14：00～15：30 海外ビジネスで知っておきたい知的財産あれこれ
～中堅・中小企業の円滑な海外ビジネスのために～
（独）工業所有権情報・研修館 海外知的財産アドバイザー 植木泰弘
② 15：40～16：40 中小企業の海外展開プロセスと海外リスクマネジメント
（独）中小企業基盤整備機構 中国本部 国際化支援アドバイザー
③ 16：40～16：55 中小企業の海外展開支援策について
中国経済産業局 国際課
④ 16：55～17：05 知財総合支援窓口の支援メニューについて
広島県知財総合支援窓口
⑤ 17：05～17：30 質疑応答、名刺交換
定員
30 名
●主催：（独）工業所有権情報・研修館
共催：（独）中小企業基盤整備機構
後援：特許庁、中国経済産業局、（独）日本貿易振興機構、広島県（予定）
●参加の申込み及び詳細は下記を参照ください。
https://v3.apollon.nta.co.jp/inpit_seminor3/files/20161207_hiroshima.kaigai.pdf
セミナー事務局：（株）日本旅行 公務法人営業部 ＥＣＰ営業部
TEL:03-5402-6401 E-mail: mcs_inq02@nta.co.jp
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■ 平成２８年度中国地方発明表彰式開催報告
１１月２日、島根県松江市において、中国地方発明表彰式が開催されました。特別賞のほか、各県協会
会長賞など、発明者の方々が受賞されました。また、発明協会事業や青少年の育成などに多大なる貢献
をされた方々に対し、永年の功績を称え、奨励功労賞が授与されました。
広島県内の受賞者は以下のとおりです。受賞されたみなさま、誠におめでとうございます！

特許庁長官賞授与の様子

平成２８年度中国地方発明表彰 受賞者一覧（広島県内分）
受 賞 名

発明の名称

特許庁長官賞

会社名等

＜敬称略＞
受賞者名

株式会社熊平製作所 開発管理部 開発支援グループ

松本 一孝

同 実施功績賞

株式会社熊平製作所 代表取締役社長

諏訪 正照

広島県知事賞

ライトウェ イト
スポーツカーの
デザイン開発

マツダ株式会社 商品本部
〃
デザイン本部 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵ
〃
ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵ
〃
〃
〃
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ
〃
〃

中山
髙橋
南澤
椿
淺野
川上

広島県発明協会会長賞

新規植物性乳酸菌

丸善製薬株式会社 研究開発本部 応用開発部
〃

桑原 浩誠
横野 多恵子

発明奨励賞

大型缶用樹脂
ラミネート鋼板

ＪＦＥスチール株式会社 スチール研究所
ＪＦＥコンテイナ―株式会社 技術部
ＪＦＥスチール株式会社 西日本製鉄所
ＪＦＥエンジニアリング株式会社 エネルギー本部

鈴木 威
岩佐 浩樹
西原 英喜
森 愼一郎

発明奨励賞

遮断器
一括監視装置

中国電力株式会社 流通事業本部付
〃
岡山電力所発変電第二課
〃
倉敷電力所発変電課

渡邉 恵之
野々上 満洋
西山 英治

発明奨励賞

省工程を実現した
異径管の製造方法

株式会社ヒロテック 技術部

小坂 悦雄

脱硫装置向け
高効率酸化装置

三菱重工業株式会社 技術統括本部 総合研究所
Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ Ｈｅａｖｙ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ａｍｅｒｉｃａ，Inc.（MHIA）
三菱重工業株式会社 グローバル事業推進本部
〃
Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific Pte.Ltd.(MHI-AP)

神山
本城
沖野
秋山
中山

セキュリティゲート

発明奨励賞
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雅
耕介
正典
貴紀
行治
哲治

直行
新太郎
進
知雄
喜雄

受賞名

発明の名称

会社名等

受賞者名

発明奨励賞

タービントリップ時の
タービンバイパス
制御

三菱重工業株式会社 ICTソリューショ ン本部
〃
エネルギー・環境ドメイン
〃

石橋 直彦
石垣 壮啓
近藤 寿一

発明奨励賞

漏電遮断器

三菱電機株式会社 福山製作所 遮断器製造部

土本 雄二

一般社団法人広島県発明協会 常務理事
株式会社サタケ 取締役 法務･知的財産本部長

丸山 秀春

奨励功労賞

■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
呉市、東広島市、広島市の「児童生徒発明くふう展」の表彰式が開催されました。
受賞されたみなさま、おめでとうございます。

❏ 第６４回呉市児童生徒発明くふう展表彰式 （ 10/8：大和ミュージアム）

呉市長賞
「窓拭きくん」

小学生の部 記念写真

広島県発明協会会長賞
「くる くる 回る歯磨きバッチリタイマー！」

❏ 第２６回東広島市児童生徒発明くふう展表彰式 （ 10/8：東広島芸術文化ホールくらら）

東広島市長賞
「スコールお知らせ機」
東広島市長賞
「歩壁ロ ボット」の実演

授与の様子（白髪常務理事）

❏ 平成２８年度広島市児童生徒発明くふう展表彰式 （ 10/8：広島市こども文化科学館）

広島市長賞
「のがさんぞう」
審査委員長の講評

3

広島県発明協会会長賞
「ICED 珈琲 銅ですか？」

❏ 企業講師による理科授業の報告
広島県発明協会では、広島市教育委員会と連携し、学校で学ぶ理科が日常の生活や社会で活か
されていることを学んでいただくことを目的として、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。

テ ー マ
協力企業
実 施 校
内
容

活躍する「てんびんとてこ」コベルコ建機のショベルカーをみてみよう！！
コベルコ建機株式会社 CSR 推進グループ
広島市立中野東小学校 ６年生（10/20）
ミニショベルカーや手作りのアーム模型を使った実験をとおして、「てんびん」や「てこ」の
原理が、身の回りの大きな機械にも活かされていることを学ぶ。

ミニチュアショ ベルカ ーを 使った実験

企業講師のご挨拶「コベルコ建機から来ました」

ショ ベルカ ーに使われている 「てこ」

手作りアーム模型を 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１０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
10/10 「基礎コース：発電カ ー」
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呉市少年少女発明クラ ブ
10/8 「自由工作」

福山少年少女発明クラ ブ

東広島市少年少女発明クラ ブ
10/22 「ブ ラ ックボックス」

10/8 「オルゴール製作」

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告（10/22） 『電気化学』

ケミカ ル山本も「電気 化学」を 応用した製品 の製造と
販売で世の中に役立っています。

ケミカ ルマジック「電子レン ジの実験いろいろ」

電気パン を 作ろう

松井副会長によ る 「コイルモーターを作ろう」
今日はモーター台を 作ります。

水の電気分解 プ ラ ス極にたまったガスは？

※Hatsumei ひろしま 10 月号掲載の「わくわくケミカルクラブ活動報告」について、活動日を 8/27 と記載していま
したが、正しくは 9/24 でございました。訂正してお詫び申し上げます。

※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
広島市こども文化科学館
呉市少年少女発明クラブ
呉市海事歴史科学館（大和ﾐｭｰｼﾞｱﾑ）
東広島市少年少女発明クラブ 東広島市産業部産業振興課
福山少年少女発明クラブ
福山商工会議所産業部産業課
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TEL
TEL
TEL
TEL

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

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”知財トピックス（2016.11）
商標権と独占禁止法の関係について
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、公正取引委員会が、大分県農業協同組合（ＪＡおおいた）
に対して、農協経由での全量出荷を強制し、従わない農家に「味一（あじいち）ねぎ」
（商標登録第 5725461 号）のブランド名を使わせなかったとして、立ち入り検査をした事件
についてです。

事件の経緯は、上図に示すように、「味一ねぎ」の商標権者である、ＪＡおおいたが、組合
員のネギ農家の一部が独自に開拓した出荷手数料の安い業者に出荷していたネギについて、
「味一ねぎ」を付すことを禁じました。これに対して、公正取引委員会が、独占禁止法が禁
ずる「事業者団体内部での差別的な取り扱い」の疑いがあるして、ＪＡおおいたに、立ち入
り検査をしたのです。
知財担当者は、どうしても、知財権を中心に考えてしまうため、知財権の権利行使が「原
則」で、権利行使の制限が「例外」と考えがちです。しかし、そもそも、市場経済は、公正
且つ平等に商品が取引されることで、活性化されます。このため、独占禁止法が存在し、で
きるだけ公正かつ平等な市場が形成させるようになっています。こうした中で、知財権は、
単に、市場経済の「例外」として独占排他権が認められているに過ぎません。
こうしたことから、知財権の権利行使には、独占禁止法による「縛り」が存在し、不公正
な権利行使には、公正取引委員会から、排除命令等が下される場合もあります。
今回の事件で、公正取引委員会は、組合員であれば、ＪＡを通さずに出荷する場合でもブ
ランド名を使用することができると考え、ＪＡが「味一ねぎ」を使わせないようにした行為
は、独占禁止法が禁止する「不公正取引方法」の「事業者団体内部での差別的な取り扱い」
（独占禁止法第 2 条第 9 項第 6 号・一般指定第 5 項）に該当すると考えたようです。
もっとも、個人的には、ＪＡおおいたが、味一ねぎの「品質維持管理」を目的に全数の出
荷管理をすべきと考えていた場合には、商標権の「正当な権利行使」といえなくもないため、
「差別的な取り扱い」にならない可能性もあるように思います。
今回の事件がどのような結論になるか分かりませんが、知財担当者としては、知財権の権
利行使については、独占禁止法の「縛り」があるという点について、改めて認識すべきだと
思います。
以上
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平成２８年度第２回会員交流会のご案内
■開催日時：平成２９年（2017 年）１月２０日（金） １６：００～１７：３０（懇親会１７：３０～）
■場
所：広島発明会館 ４階 研修室（広島市中区千田町 3-13-11 ℡082-241-3940）
■内
容：≪第１部≫
勉強会
テーマ：「電力自由化」（仮題）
担 当：中国電力㈱ 執行役員 エネルギア総合研究所 部長(知財) 味能弘之 氏
≪第２部≫
懇親会 ～会場：広島発明会館４階研修室 ～ ※有料
立食形式で、簡単なお飲み物などを用意いたします。
相互交流・情報交換の場として是非ご参加ください。
■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 2,000 円程度（/1 人）のご負担をお願いいたします。（当日徴収）
■お申込み・お問合せ：一般社団法人広島県発明協会 担当：熊野、吉村
ＴＥＬ ０８２－２４１－３９４０ FAX ０８２－２４１－４０８８
E-mail info@hiroshima-hatsumei.jp

■ セミナーのお知らせ
❏ 「交渉学（応用）」
■日時：平成２９年２月６日（月）９：３０～１６：３０
■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：東京富士大学 大学院経営学研究科 教授 隅田 浩司 氏
■受講料：２２，０００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になれます。
■定員：４０名
■参加条件：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。
■締切：平成２９年 1 月２０日（金）

❏ ひ ろしま知財塾 ＜上級編＞
■日時：第３回 平成２８年１２月１５日（木） 『発明構築（発掘）から権利化』
第４回 平成２９年 １月１９日（木） 『パテントマップを活用した知財戦略』
※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：特許業務法人 前田特許事務所 弁理士 大石 憲一 氏
■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。

❏ ひ ろしま知財塾 初級編＜広島会場・秋コース＞
■日時：第３回 平成２８年１２月１日（木）１３：３０～１７：００ 『意匠・商標の基礎知識』
■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：特許業務法人 前田特許事務所 弁理士 大石 憲一 氏
■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。
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❏ 特許庁 2016 知的財産権制度説明会（実務者向け）
■開催日時：第３日目 平成２９年１月１３日（金） １１：２０～１７：４０ 『意匠の審査基準他』
■開催場所：広島商工会議所１０１号室 （広島市中区基町５－４４）
■参加費：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

❏ 輸出へ向けた 地理的表示（GI）セミナー ｉｎ 岡山
■開催日時：平成２８年１２月１４日（水） １４：００～１５：３５ （１３：３０開場）
■開催場所：ホテルメルパルク岡山 （岡山市北区桑田町 1-13）
■主催：日本貿易振興機構（ジェトロ）
■共催：中小企業基盤整備機構中国本部
■参加：無料 （定員３０名 ※先着順）
■申込：下記ウェブフォームにてお申込みください。
https://www.jetro.go.jp/events/hir/f61cd4824cb6a3aa.html
■申込締切：１２月１３日（火）１７：００
■お問合せ先：ジェトロ広島（担当：新居） ＴＥＬ ０８２－５３５－２５１１ E-Mail hir1@jetro．ｇｏ．ｊｐ

■ １ ０ 月に開催されたセミナー・会議等の開催報告
ひろしま知財塾 初級編 第１回 (10/6)

ひろしま知財塾 上級編 第１回 (10/20)

【講師】特許業務法人 前田特許事務所 弁理士 大石 憲一 氏

特許庁 2016 知的財産権制度説明会（実務者向け）第１日目 (10/31)

【講師】
WIPO 日本事務所カウンセラー
野田 洋平 氏
特許庁 商標課 法制専門官
田村 祐一 氏
WIPO 日本事務所コンサルタント
吉岡 めぐみ 氏
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■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❏ 第２回担当理事会報告 ＜10/21＞
担当理事会では、最初に、来年度の役員、４階研修室の
音響設備、第２回会員交流会について、種々検討協議頂き
ました。次に、今年度のセミナー・講習会の開催状況やチャ
レコン広島県大会、児童生徒発明くふう展、教育支援事業
について進捗状況の報告を行いました。

❏ 知財総合支援窓口からのお知らせ
職務発明規程の整備支援強化期間のお知らせ
～せっかくの発明、今のまんまじゃあおしいのお！～

ご 相談は知財総合
支援窓口へ！

（独）行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）及び知財総合支援窓口は、中堅・中小企業における
職務発明に関する社内規定等整備の促進を支援するため、１１月１日から２月２８日までの４か月間、相談
支援体制の強化・充実を図る「職務発明規程の整備支援強化期間」を設定し、支援を強化します。特に中
小企業等においては、就業規則において職務発明の取扱いを規定するケースも多いことから、弁護士等
の派遣支援を一層強力に進めるなど、支援メニューの充実を図り、中小企業等からのご相談に積極的に
対応していきます。

❏ 広島県発明協会関連行事 ＜１１月＞
2日

(水)

平成２８年度中国地方発明表彰式（島根県松江市）
ひろしま知財塾/初級編/広島会場・秋コース②

5日

(土)

呉市・福山少年少女発明クラブ活動日

6日

（日）

8日

(火)

11 日

（金）

12 日

（土）

17 日

（木）

ひろしま知財塾/上級編/広島会場②
西部工業技術センター成果発表会
広島県未来の科学の夢絵画展・広島県児童生徒発明くふう展展示開始(２０日まで)

18 日

（金）

知財総合支援窓口事業関係者会議

19 日

（土）

備後ものづくりフェア①
広島・呉市少年少女発明クラブ活動日
広島県未来の科学の夢絵画展表彰式・広島県児童生徒発明くふう展表彰式

20 日

（日）

備後ものづくりフェア②

21 日

（月）

特許庁実務者向け知的財産権制度説明会②「特許の審査基準他」

22 日

(火)

チューリップ㈱による理科授業/広島市立古田台小学校

25 日

（金）

第７９回少年少女発明クラブ全国会議

26 日

（土）

第７回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト全国大会
東広島市・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

28 日

(月)

特許情報プラットフォーム J-PlatPat 検索入門

東広島市少年少女発明クラブ活動日（生涯学習フェスティバル）
広島少年少女発明クラブ活動日
広島県信用金庫合同ビジネスフェア
テンパール工業㈱による理科授業/広島市立古田台小学校
知的財産経営セミナー～開放特許紹介＆個別相談会～
特許情報検索研究発表会
東広島市・福山少年少女発明クラブ活動日
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■ 新刊書籍のご案内 （２ ０１６年９月～２０１６年１１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 特許情報分析とパテントマップ
作成入門改訂版
著者等 野崎篤志
価
格
会員価格

３，２４０円
２，９１６円

書籍名 知的財産法研究の輪
渋谷達紀教授追悼論文集
著者等 渋谷達紀教授追悼論文
編集委員会
価
格
会員価格

８，１００円
７，２９０円

書籍名 日米欧中に対応した特許出願
戦略と審査対応実務 改訂版
著者等 立花 顕治
価
格
会員価格

３，２４０円
２，９１６円

書籍名 産業財産権標準テキスト
総合編 第 4 版 【増版】
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

７２０円
６４８円

書籍名 産業財産権標準テキスト
特許編 第 8 版 【増版】
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

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

３，７８０円
３，４０２円
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内

容

知財実務者だけではなく企画担当者・研究開発
者が、特許情報を事業戦略・R&D 戦略および知
財戦略へ生かすための戦略論の基礎・情報分析
のデザインから MS Excel を用いたパテントマップ
作成のテクニック、そしてパテントマップの読み解
き方まで幅広く網羅しています。
内 容
2014 年 8 月に逝去されました、渋谷達紀東京都
立大学（現首都大学東京）名誉教授の追悼論文
集です。常に知的財産法学の進展をけん引し続
けた渋谷教授。彼の一途な学究生活の姿とその
功績に尊敬と感謝の念を表し、その追悼に集まっ
た日本を代表する知財の 50 人の論客による、論
文と随筆を掲載しています。
内 容
本書では、日米欧中の明細書作成のプラクティス
の相違を配慮し、日本語の段階で対応できる標
準化された明細書の作成について解説していま
す。本書は、米国、欧州、中国で特許出願を行う
際の相違点を明確にし、その留意すべき手続きに
ついても解説し、かつ、最近の法改正等にも対応
した改訂版です。
内 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、分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、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
広くご利用できる特許入門書の決定版です。
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。

