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せっかくの発明、今のまんまじゃあおしいのお！

職務発明規程の整備を支援します。
● 平成28年4月1日より、従業員が職務上行なった発明について、発明完成時に会社帰属と
することや、金銭以外の報奨制度を導入することが可能となりました。
これらの仕組みの導入には、職務発明規程の制定・改定が必要となります。
● 職務発明規程とは・・・・・
従業員が職務上行なった発明について、その発明の権利を会社にどのような手続きで
移すのか、従業員にどのような報奨があるのかをあらかじめ規定した社内ルールです。
● 職務発明規程を整備しておくと
・従業員がライバル会社に発明を無断で譲渡するのを防ぎます。
・お金ではなく、留学や新事業の機会を与えることで、従業員に報いることができます。

職務発明規程を整備したい方、知財総合支援窓口がサポートします。
従業員帰属・会社帰属それぞれのメリッ
ト・デメリットをご案内します。

権利の帰属先を選択する

会社帰属を選択する場合は、職務発明
規程などに明記する必要があります。

権利取得の規程を作る

留学の機会の付与、有給休暇の付与な
ど、金銭以外の報奨（利益）の具体例を
御案内します。

報奨（利益）の種類を選ぶ

報奨付与の時期や方法についても、実
績報奨金のほか、登録時に一括払いと
する方法などの実例をご紹介します。

報奨付与の時期を選ぶ

報奨の対象者、算定方法、付与の時期
などを定めた基準を作るには、従業員と
の協議が必要です。競技や開示などの
手続きの進め方もご紹介します。

報奨付与の基準を作る

・規程・基準の条項案についても、専門家（弁護士・弁理士等）が無料でチェックします。
相談
無料

知財総合支援窓口にご相談ください。
全国共通ナビダイヤル：0570-082100
（一社）広島県発明協会：082-241-3940

秘密
厳守

（出典）特許庁パンフレット
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新年のご挨拶

広島県発明協会会長

平野

正樹

新年明けましておめでとうございます。
新年のご挨拶をさせていただくのもこれで 4 回目となりました。時の過ぎる速さ
を感じてしまいます。
さて昨年は，大隅良典さんが日本人として 3 年連続，25 人目のノーベル賞受賞
者になりました。受賞の対象は医学生理学賞で，タンパク質を再利用するオートフ
ァジーと呼ばれる仕組みを解明したとのことですが，若いころからの地道な研究が
実を結んだものでありました。大隅さんは，受賞の喜びとともに，むしろこのよう
な地道な基礎研究に対する予算が日本では最近重視されていないことに危機感を
持ち，ノーベル賞の賞金を若手研究者支援のための基金創設に活用したいとの考え
を表明されています。広島県発明協会におきましては，活動の柱の一つとして，青
少年の創造性を育成する事業を行っていますが，子供の頃から創造力を養い，発明
や創作することの喜びを知っていただく活動の重要性を改めて感じたところです。
昨年は，世界を取り巻く従来の価値観に大きな変化を感じる年でもありました。
戦後各国は，経済のグローバル化を進めお互いに相互依存関係を深めることが世界
の安定と共通の利益になるとの考えに基づき，政治や経済の仕組みを築いてきまし
たが，英国の EU 離脱や次期米国大統領に決定したトランプ氏の発言にも見られま
すように，従来の価値観を築いてきた国自体において内向き志向が強くなっていま
す。資源や食糧の太宗を海外に依存する日本にとっては，世界において自由な貿易
や投資環境が整備され，その中で引き続き優れた技術や製品を海外に輸出するため
のイノベーションが活発に行われる環境が整備されることが，今後の繁栄に不可欠
であると考えています。広島県発明協会は，皆様のイノベーションを支援できる活
動を今後とも継続していきたいと考えております。
会員の皆様におかれましては，こうした広島県発明協会の活動の意義をご理解く
ださり，いつも協会活動に多大なるご協力をいただき，誠に有難うございます。こ
の場をお借りして篤くお礼申し上げますととともに，本年も変わらぬご支援を賜り
ますよう，どうぞよろしくお願い申し上げます。
末筆ながら本年が皆様にとって素晴らしい年になりますことをお祈りして，新年
のご挨拶とさせていただきます。
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■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❏ 企業講師による理科授業の報告

テーマ「ガスが燃えるとき」
企業 広島ガス株式会社
学校 広島市立毘沙門台小学校６年生（12/16 開催）
内容 燃焼のしくみを知り、金属等の燃焼や炎色反応
等の実験を行う。

テーマ「永久磁石と電磁石」
企業 戸田工業株式会社
学校 広島市立彩が丘小学校５年生（12/20 開催）
内容 永久磁石の実験と簡単手作りモーターの製作

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
学校 広島市立藤の木小学校５年生（12/13 開催）
広島市立仁保小学校５年生（12/19･20 開催）
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。

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 広島市立五日市東小学校６年生（12/7 開催）
広島市立亀山小学校６年生（12/14 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１２月に行われた活動の様子をお知らせします。

呉市少年少女発明クラブ
12/17 「スターリングエンジンの組み立て」

広島少年少女発明クラブ
12/23 「プロペラカー競技会」
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福山少年少女発明クラブ
12/10 「クリップモーターカーを製作して
電気の仕組みを学ぶ」

東広島市少年少女発明クラブ
12/17 「凧の制作」

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告（12/17） 『結晶』

「チョコレートを作ろう」
袋に入った少し暖かいチョコレートのペーストを
ハート形のアルミカップに絞り出して平らにし飾りつけ☆

ケミカルマジック「木の実のローソク」
油をたくさん含んでいるナッツ類は燃えるんですよ！

「結晶」～ケミカルガーデン～の実験
色々な結晶の粒を種として水ガラスの
水溶液中に撒くと芽がでてきました

わくわくケミカルクラブ名物の水琴演奏

※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。
☞発明クラブのお問合せ先
広島少年少女発明クラブ
呉市少年少女発明クラブ
東広島市少年少女発明クラブ
福山少年少女発明クラブ
☞ケミカルクラブのお問合せ先
わくわくケミカルクラブ

広島市こども文化科学館
呉市海事歴史科学館（大和ﾐｭｰｼﾞｱﾑ）
東広島市産業部産業振興課
福山商工会議所産業部産業課

TEL
TEL
TEL
TEL

㈱ケミカル山本

TEL 0829-30-0820
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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（2017.1）
特許出願の案件選択に影響を与える判決が下されるか
特許業務法人 前田特許事務所
弁理士 大石憲一
明けまして、おめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
さて、新年最初となる今回の知財ニュースは、知財に携わる者として少し気になる訴訟が
米国で提起された、というニュースについてです。

被害者家族が APPLEを訴えた訴状の一部
上に示したのが、2016年 12月 23日に、カリフォルニア地裁に交通死亡事故の被害者家
族が、Appleを被告として提起した訴状です。
事件の内容は、次の通りです。一昨年、訴外Ａの運転する車が、被害者家族の運転する車
に追突して被害者の５歳の娘さんが死亡しました。このとき、訴外Ａは、iPhoneのテレビ
電話アプリ（FaceT
ime）を使用していて、前方不注意で、事故を起こしたようです。
これに対して、被害者家族は、「Appleは、こうした事故を防止するための手段として運
転中のアプリ使用を禁止するための技術を、特許（US8706143B1
）として保有していながら、
それを使用してこなかったのは、重過失に当たる」と主張しているようです。
この特許（U
S8706143B1）は、スマホに搭載されている振動センサーを利用して、デバイ
スの使用環境が走行中か否かを認識し、走行中と認識された場合には、デバイスを強制ロッ
クして、運転中の使用を禁止する、というものです。
確かに、被害者家族の主張も、一利あるように思われます。しかし、もし、この主張を認
めてしまうと、特許を取得した企業は、その特許技術を、全て製品に織り込む必要が生じま
す。又、こうした安全性を高める技術に関しては、米国では、特許を出願しない方が良い、
という流れを作ってしまう可能性もあるように思います。
なお、特許明細書の作成において、安全性を向上する技術については、ＰＬ法を考慮し、
課題をボカして作成する。という実務が行われていますが、これは、アメリカのＰＬ訴訟に
おいて、特許明細書が証拠資料として採用された、という事例から行われています。
今回の事件においても、被害者家族の主張を認めると、知財業務を行う上で、実務上、影
響を与えるおそれがあります。知財に携わる者として今後の裁判の行方が気になります。
以上
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■ 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）

❏ 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

■ １２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３回 (12/1)

知財・技術者のための特許情報 (12/5)

1.

上級編 第３回 (12/15)

【講師】
特許業務法人 前田特許事務所 弁理士 大石 憲一 氏

■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❏ 第３回担当理事会報告 ＜12/26＞
平成２９年度事業計画の立案に向けて、青少年事業、
セミナー事業、知財総合支援窓口事業、経理関係の
状況等の進捗状況の報告を行い、今後の進め方等に
ついて協議・検討いただきました。
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【講師】
パナソニックＩＰマネジメント株式会社
戸田 俊之 氏

❏ 理事会のご案内
下記の日程で、『一般社団法人広島県発明協会理事会』を開催いたします。理事・監事の皆様におかれ
ましてはご多用の折とは存じますが、ご出席賜りますようご案内方々お願い申し上げます。

予算理事会

平 成 ２９年 ３月 ２２日 （水 ）１４：００～（予 定 ）

❏ 広島県発明協会関連行事 ＜１月＞
7日

(土)

呉市少年少女発明クラブ活動日

9日

（月）

広島少年少女発明クラブ活動日

13 日

（金）

知的財産権制度説明会（実務者向け）第 3 日目
戸田工業㈱による理科授業/広島市立五日市東小学校
テンパール工業㈱による理科授業/広島市立袋町小学校

14 日

（土）

東広島市・福山少年少女発明クラブ活動日

18 日

(水)

テンパール工業㈱による理科授業/広島市立三篠小学校

19 日

(木)

ひろしま知財塾/上級編④

20 日

（金）

第 2 回会員交流会、広島ガス㈱による理科授業/広島市立袋町小学校
戸田工業㈱による理科授業/広島市立長束西小学校

21 日

（土）

呉市少年少女発明クラブ活動日

24 日

（火）

テンパール工業㈱による理科授業/広島市立中島小学校

27 日

(金)

広島ガス㈱による理科授業/広島市立彩が丘小学校

28 日

（土）

東広島市・呉市・福山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

29 日

（日）

広島少年少女発明クラブ活動日

26 日

(月)

㈱ジェイ・エム・エスによる理科授業/広島市立口田小学校

■ 新刊書籍のご案内 （２０１６年１１月～２０１７年１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 競争力を高める電気系特許明細書の
書き方
著者等 特許業務法人志賀国際特許事務所
知財実務シリーズ出版委員会 編
価
格
会員価格

３，２４０円
２，９１６円

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 一般社団法人弁理士クラブ知的財産
実務研究所 編
価
格
会員価格

３，２４０円
２，９１６円
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本書は専門分野である電気技術をターゲット
にしたものです。電気分野は、1990 年代のソ
フトウエア、2000 年代のいわゆるビジネス特
許、現在の国際標準化とネットワークの普及に
関する対応する技術等、開発技術が目まぐる
しく変わっている分野です。本書は、より広く
強い権利の取得できるよう出願人に提案する
ノウハウを公開するものです。
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。

