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特許庁と農林水産省が協力し、特許庁が各県に設置した「知財総合支援窓口」に
おいても、農林水産業に係る知的財産の相談ができるようになりました。
● いわゆる農林水産物のブランドは、農林水産省が担当する「地理的表示保護制度」や
種苗の「育成者権」と、特許庁が担当する「商標」、「意匠」、「特許」等が関係しており、
地域ブランドの推進には、各地域・産品の実情に応じた知財保護が必要です。
● 10月から、特許庁が23年度から各都道府県に設置している知財総合支援窓口（平成28
年度からは（独）工業所有権情報・研修館が所管）では、特許庁と農林水産省の協力
の下、従来の特許・商標・営業秘密等の相談に加え、地理的表示保護制度や種苗の
育成者権の相談も受け付けます。これに向け、現在、農林水産省では知財総合支援
窓口の担当者との情報共有等を進めています。
＊参考：農林水産業に係る知的財産相談体制強化の必要性 （育成者権と商標権の場合）
・育成者権は、新しい植物品種の創造という観点からブランド価値の創造に有効であるが、育成者
権の権利期間は更新できない。
・商標登録し、更新を行うことでブランドの永続的な保護が可能に。
・申請者の視点に立ち、育成者権、商標権の双方について情報提供し、相談に応じられる体制の
確保が肝要。
●育成者権と商標権の権利期間の関係

（具体的事例）

出展：経済産業省特許庁普及支援課、農林水産省食料産業局知的財産課
http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160921002/20160921002.html
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■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❏ 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 表彰式開催報告
１１月１９日、広島市こども文化科学館において、「第３７回広島県未来の科学の夢絵画展」、「平成２８年
度広島県児童生徒発明くふう展」の表彰式が開催されました。
絵画展は、広島県内の小・中学生から、１，６６９点の応募があり、その中から特賞に選ばれた２４名の受賞
者の方々を表彰しました。発明くふう展では、各地区展への応募７９４点から県展へ１４９点が出品され、特賞
２１点、モビコン特別賞１５点、努力賞の受賞者の方々を表彰しました。
受賞された皆様、おめでとうございます。

展 示 風 景

本事業実施にあたり、関係者各位に多大なご支援とご協力を賜りまして、深く感謝申し上げます。

【平成２８年度 協賛企業等】
㈱熊平製作所、㈱サタケ、中国電力㈱、マツダ㈱、丸善製薬㈱、㈱ウッドワン、コベルコ建機㈱、
㈱ジェイ・エム・エス、中電工㈱、戸田工業㈱、西川ゴム工業㈱、学校法人鶴学園、新川電機㈱、
中国塗料㈱、テンパール工業㈱、早川ゴム㈱、広島ガス㈱、ホーコス㈱、維新国際特許事務所、
池田糖化工業㈱、㈱エネルギア・コミュニケーションズ、㈱ケミカル山本、佐藤農機鋳造㈱、
㈱シギヤ精機製作所、(一社)中国地域ニュービジネス協議会、中国電機製造㈱、日の丸産業㈱、
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT&TRADEMARK、㈱フジイ機械製作所、フマキラー㈱
福山瓦斯㈱、特許業務法人前田特許事務所、㈱御池鐵工所、HANDA 整地用具店、専徳院特許事務所、
茂里一紘 氏
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第３７回広島県未来の科学の夢絵画展 受賞者インタビュー
『広島県知事賞』 を受賞された、広島市立三篠小学校４年 藤井 惟文（ふじい いふみ）さんにお話を
伺いました。

広島県知事賞
「吸炎（救援）ヘリコプター」
【作品の説明】
火事の時、水は必要ですが、水を
用意することは大変です。でも、
このヘリコプターのように火を
吸う方法に変えると、消火活動が
すばやくできます。

- 受賞の感想は？

そこまでいくとは思わなかったです。嬉しいです。
－ 藤井くんは、これまで恐竜をテーマにした絵を描いていましたが、今回は違いますね。

学校の授業で、消防のことを学び、水で消す作業は大変だなと思っていたところ、
母が掃除をしているときの掃除機を見ていて、思いつきました。
－ どのくらいかかりましたか？

アイデア、下書きを重ねて、全体は 2 日ぐらいで描き上げました。
－ 難しかったところは？

火を吸っているところがちょっと難しかったです。
－ 将来の夢は？

科学系にいきたいなと思っています。
藤井くんは、小学１年生から恐竜をテーマに絵画を描いています。毎年、夏になると、「未来の科学の夢」を描
こうという気になるそうです。１年生の時は「きょうりゅうずかん」、２年生の時には「きょうりゅうめがね」、３年生の
時には「化石プラネタリウム」。３年生の時には本絵画展の全国展で特別賞「朝日新聞社賞」を受賞しました。
表彰式は上野の国立科学博物館であり、大好きな恐竜の展示に囲まれて本当に嬉しかったそうです。今回の
絵画は消火活動がテーマでしたが、「恐竜」もちょこっと絵の中に入れていたそうで、そのこだわりに気づいても
らって嬉しい様子でした。これからも「自由な思い、未来にあったらいいな！」を描いていってほしいとなと思い
ます。

平成２８年度広島県児童生徒発明くふう展 受賞者インタビュー
『広島県知事賞』 を受賞された、広島市立皆実小学校 5 年柳田 理登（やなだ みちと）さん
（広島少年少女発明クラブ所属）にお話を伺いました。

広島県知事賞
「車いすコロコロタイヤふき」
【作品の説明】
車いすのタイヤについた砂や土を一人で落とす
ことができます。腰をかがめてタイヤを拭かな
くてもよく、簡単に使用できます。工夫した所
は、砂を落として作品から降りる時に、空回り
して出られなくなるので、反対回りに回してス
トップをかけ、簡単に降りられるようにした所
です。また、段差にも設置でき、スロープ代わ
りにもなります。
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－ 広島市児童生徒発明くふう展での「広島市長賞」に続き、「広島県知事賞」の受賞、おめでとうございます。

広島少年少女発明クラブの完成コースで初めて作った作品が、市長賞、
県知事賞と受賞して、びっくりしています。
－ この作品をつくったきっかけを教えてください。

ひいおばあちゃんがいる老人ホームで、職員の人が車いすの
タイヤを拭いている様子を見て、大変そうだったからです。
－ 苦労したところはどこですか？

全部苦労したのですが、逆回りにならない機構のところが
難しかったです。発明クラブの先生にも相談して製作しました。
－ 将来の夢は？

人の役に立つお医者さんになりたいなと思っています。
広島市くふう展、広島県くふう展と特別賞の受賞に少し戸惑う様子もありましたが、審査員からはアイデア、技
術、つくりとたいへん素晴らしい作品と評価はとても高かったです。発明クラブで培った技術と、困っていること
に対して何とか解決できないかなと試行錯誤してつくられた作品とお聞きしました。発明クラブで、ますます、腕
を磨いて頂き、次はどんな作品を作ってくれるのか、大変楽しみです。

『広島県発明協会会長賞』 を受賞された、
東広島市立高美が丘小学校 5 年 花岡 悠大（はなおか ゆうだい）さんにお話を伺いました。

広島県発明協会会長賞
「身長見レール」
【作品の説明】
誰でも一人で簡単に自分の身長を測ることがで
きます。台座部分に乗り、バーを持って頭に当て
て使います。くふうしたところは、せんぼう鏡を
使うことで頭の上にあるメジャーの数値を一目
で分かるようにした点です。

－ どんなときにこの作品をつくろうと思ったのですか？

妹や弟がどんどん大きくなっていて、今どれぐらいの身長になったのか
知りたくなり、この作品を思いつきました。
－ くふうしたところは？

部品を固定するのが、すぐ取れたりして難しかったです。
－ 鏡を使って一目でわかるようにしてありますね。

このアイデアは、花岡くんが思いついたそうです。（保護者の方から）
せんぼう鏡のしくみはくふうしたところでもあるし、難しかったところ
です。
－ 好きな科目は？

算数かな。
－ 将来の夢は？

うーん、いえない！
表彰式には、ご家族の方々、作品製作のきっかけとなった弟さんも一緒に来てくれていました。東広島市発明
くふう展でも「佐竹賞」を受賞され、アイデア、作品の完成度も高い素晴らしい作品でした。台座部分には、妹、
弟、そして自分と３兄弟の足型が書いてありました。家族を思ったとても愛情のある作品にとっても嬉しくなりま
した。これからも、くふう作品をお待ちしていますね。
４

『発明協会会長奨励賞』と『モビコングランプリ』 をダブル受賞された、
広島学院中学校 1 年 望月 幸樹（もちづき こうき）さんにお話を伺いました。

発明協会会長奨励賞
モビコン特別賞「グランプリ」
「永遠に続くビー玉コースター」
【作品の説明】
この作品をつくる時、一番苦労したのが、アル
キメディアン・スクリューです。アルキメディ
アン・スクリューは、螺旋状の物を回転させる
ことで物体を連続的に上方移動させます。本来
は排水をする際に使われるものです。せまい箱
の中でビー玉を上に上げるためにはこれを使う
しかないと思いました。柱の数も増やしより丈
夫なビー玉コースターにしました。

－ 作品をつくったきっかけは何ですか？

ビー玉コースターを初めて作ったのは、小学校２年生の時です。
小学５年生の時にも作りました。ビー玉コースターって絶対途切れて
しまうので、それを何とかできないかなと思ったのが今回の作品です。
－ 広島市こども文化科学館にもビー玉コースターような大型のものがあるよね。

小さいころはよく行って遊んでいました。
－ アルキメディアン・スクリューを思いついたところがすごいですね。どこで知ったの？

最初はエレベーターにしようと思ったのですが、高さが足りないのでできなくて、両親に相談してアドバイ
スをもらいました。
－ 将来の夢は？

本業になるかはわからないのですが、自分で考えてものを作ることは続けていきたいです。
望月くんのビー玉コースターの原点は小学校２年生の時だそうです。それから、永遠に続く機構を考えて今回、
素晴らしい作品となりました。望月くんの信念を感じました。普段は寡黙な望月くんだそうですが、今回のインタ
ビューには、作品の製作過程、構造等色々とお話しいただき、同席された阪本先生も感心されていました。
（望月くんへのインタビューは、学校へお伺いして行いました。）

インタビューにご協力いただいた受賞者のみなさん、ありがとうございました。来年度も、「広島県未来の科学
の夢絵画展」、「児童生徒発明くふう展」への優秀な作品の応募をお待ちしております。
発明協会は、未来を担う青少年の創造性活動を応援します＼(^o^)／

❏ 第７回チャレコン全国大会開催報告

広島県代表「ひろしまのおいしい“かき”を食べ隊」「ＪＫＡ会長賞」受賞
東京工業大学屋内運動場（東京都）において「第７回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト（チャレコン）
全国大会」が開催されました。
広島県からは、「PEACE 隊」（広島少年少女発明クラブ）と「ひろしまのおいしい“かき”を食べ隊」（広島市
立庚午中学校）が出場しました。２チームとも、全国大会６０チームで行われた予選を突破し、上位２０チーム
の決勝コンテストに進みました。
決勝コンテストでは、「ひろしまのおいしい“かき”を食べ隊」が「ＪＫＡ会長賞」と素晴らしい成績をおさめ、
銀メダルを受賞しました。技術、完成度の高いからくりパフォーマンスを十分発揮することができました。
「PEACE 隊」は残念ながらマシントラブルにより入賞は逃しましたが、最後まであきらめず競技することができ
ました。
５

【広島県代表チーム】
チーム名 ひろしまのおいしい“かき”を食べ隊
メンバー 広島市立庚午中学校 八塚寛信くん(中３) 小川大陽くん(中 3) 藤本泰至くん(中 3)
作品名 ひろしまのおいしい“かき”を召し上がれ
チーム名 ＰＥＡＣＥ隊
メンバー 広島少年少女発明クラブ 佐伯允則くん（中１） 小倉颯斗くん（小６） 山田光太くん（小５）
作品名 はばたけ！！おりづる

ひろしまのおいしい“かき”を食べ隊

ＰＥＡＣＥ隊

❏ 企業講師による理科授業の報告

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（11/8 開催）
学校 広島市立古田台小学校５年生
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。

６

テーマ「針の表面はどうなっているの？」
企業 チューリップ株式会社
学校 広島市立古田台小学校６年生（11/22 開催）
内容 針の製造工程とめっきの実験

❏ 少年少女発明クラブ活動報告
広島県内発明クラブの１１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
11/19 「広島県くふう展見学を終えての感想発表会」

呉市少年少女発明クラブ
11/5 「自由工作」

東広島市少年少女発明クラブ
11/26 「タコカーの作成」

福山少年少女発明クラブ
11/12 「ホバークラフト」

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告（11/26） 『電気化学』
ケミカルマジック
ストローのダンスであそぼう

コイルモーターを作ろう②
コイルのエナメル線のエナメルをペーパーで削り
取り、コップの下の乾電池のプラスとマイナスを指
で軽く押すと・・・・「ワー！コイルが回った！」

使い捨てカイロのひみつを探ろう！そしてマイ・カイロを作ろう！！

７

世界にたったひとつの
『マイ・カイロ』の出来上がり！

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”知財トピックス（2016.12）
中国の成長に支えられて 2015 年の全世界特許出願件数が約 290 万件に
特許業務法人 前田特許事務所
弁理士 大石憲一

今年最後となる今回の知財ニュースは、WIPO（世界知的所有権機関）が先月発表した報
告書に関するもので、2015 年の世界全体の特許出願件数が、約 290 万件に達し、そのう
ち約 1/3 の 101 万 406 件が中国の出願人からなされた、というニュースについてです。

出典：WIPO プレスリリース資料
WIPO が発表した世界知的所有権指標の年次報告によると、2015 年の全世界の特許出願
件数が前年比 7.8％増の 288 万件強となり、商標、
意匠も前年比で増加したとのことです。
特に、中国での出願が堅調で、中国の特許庁は、年間の出願受任件数が 110 万 1864 件
となり、年間出願件数が 100 万件を超える最初の特許庁となったようです。この件数は、
米国（58 万 9410 件）
、日本（31 万 8721 件）
、及び韓国（21 万 3694 件）の 3 か国の特許
庁における年間出願件数の合計に、ほぼ相当する規模だそうです。
一方、日本への出願は、前年比 2.2％減で、2005 年からの減少傾向が継続する形となっ
たようです。これは、日本の出願人からの出願件数が年々低下していることが原因のよう
です。
また、登録件数についても、中国が 35 万 9316 件を付与して、米国（29 万 8407 件）を
抜いて世界第１位となったとのことです。
これらのことから分かるのは、世界的に知財活動が活発で、特に中国の知財活動が目覚
ましい伸びであるという事、一方で、日本の知財活動は、世界の動きに逆行し、停滞して
いるという事です。
確かに、単に“件数”を追いかけるだけではいけませんが、こうした出願件数や登録件
数というのは「国内の経済活動の指標の一つである」ことには違いありません。特に、中
国において、これだけの件数があるというのは、中国の経済活動が極めて活発なことを裏
付けていると思います。
モノマネや盗作のイメージが強かった中国ですが、知財的には、先進国の仲間入りをし
たと思います。
これからは、知財の世界においても、中国を「脅威」として捉えておく必要があると思
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
❏ 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

❏ ひろしま知財塾 ＜上級編＞
■日時：第４回 平成２９年１月１９日（木） １３：３０～１７：００ 『パテントマップを活用した知財戦略』
■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。

❏ 「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）
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❏ 経済産業省、中国経済産業局他主催
「海外展開支援セミナー 我に続け！海外展開」
■日時：平成２９年１月１７日（火）１４：３０～１７：００
■場所：中国経済産業局 第１会議室 （広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎２号館２階）
■内容：第１部 海外展開事例紹介
第２部 海外展開の基礎知識
第３部 海外展開への支援策、質疑応答
■定員：５０名 参加費無料

❏ 広島県、日本弁理士会、（公財）ひろしま産業振興機構共催
知的財産戦略セミナー

「自社・商品のファン作りに必要なこと」
■日時：平成２９年２月２日（木）１３：３０～１８：００
■場所：広島県情報プラザ ２Ｆ 第１・第２研修室 （広島市中区千田町３－７－４７）
■内容：第１部 知財活用セミナー『デザイン・ブランドを守る知的財産権「どうして権利が必要なの？」』
第２部 事例発表
第３部 支援事業の紹介
第４部 個別相談会（事前予約制、知財相談・経営相談）
■定員：１００名 参加費無料

■ １１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２回 (11/2)

特許庁２０１６知的財産権制度説明会
（実務者向け） 第２日目 (11/21)

上級編 第２回 (11/17)

【講師】
特許業務法人 前田特許事務所 弁理士 大石 憲一 氏

第１１回広島県信用金庫合同ビジネスフェア (11/8)

【講師】
経済産業省知的財産政策室室長補佐 津田 麻紀子 氏
特許庁 企画調査課 企画班調査係長 木原 啓一郎 氏
特許庁 審査基準室 室長補佐 中西 聡 氏
特許庁 審査第四部調査室 審査官 川﨑 博章 氏

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）検索入門 (11/28)

【講師】
広島県知財総合支援窓口（(一社)広島県発明協会）
知財活用アドバイザー 柳下 加寿子
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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 ＜１２月＞
1日

(木)

ひろしま知財塾/初級編/広島会場・秋コース③

3日

(土)

呉市少年少女発明クラブ活動日

4日

（日）

広島少年少女発明クラブ活動日

5日

（月）

知財セミナー「知財・技術者のための特許情報」

７日

(水)

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～
チューリップ㈱による理科授業/広島市立五日市東小学校

10 日

（土）

福山少年少女発明クラブ活動日

13 日

(火)

テンパール工業㈱による理科授業/広島市立藤の木小学校

14 日

(水)

輸出へ向けた地理的表示（GI）セミナー in 岡山
チューリップ㈱による理科授業/広島市立亀山小学校

15 日

(木)

ひろしま知財塾/上級編③

16 日

（金）

広島ガス㈱による理科授業/広島市立毘沙門台小学校

17 日

（土）

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

18 日

（日）

広島少年少女発明クラブ活動日

19 日

（月）

テンパール工業㈱による理科授業/広島市立仁保小学校①

20 日

(火)

中小企業向け知的財産セミナー「自社の事業を守り，広げるための知財戦略のススメ」
テンパール工業㈱による理科授業/広島市立仁保小学校②
戸田工業㈱による理科授業/広島市立彩が丘小学校

23 日

（金）

広島少年少女発明クラブ活動日

24 日

（土）

呉市少年少女発明クラブ活動日

26 日

(月)

第３回担当理事会

■ 新刊書籍のご案内 （２０１６年１０月～２０１６年１２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 実務家のための知的財産権判例
70 選 2016 年度版
著者等 一般財産法人弁理士クラブ
知的財産実務研究会 編
価
格
会員価格

３，２４０円
２，９１６円

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
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内

容

2015 年度に出された知的財産権に関連する裁判の
判決から、注目の判決を厳選して掲載した実務家に
とって必読の書です。審決取消事例を含む 75 件を
掲載しています。判例を事実関係、争点、裁判所の
判断、実務上の指針の４つの視点から１件４頁にコン
パクトにまとめました。裁判例インデックス 裁判例索
引キーワード 索引がついています。

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。

