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秘密
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■ 平成２９年度理事会開催報告 （5/24）
５月２４日、広島発明会館において理事会が開
催されました。（議長：平野会長）
本会議には、理事２１名、監事２名が出席され、
平成２８年度事業報告及び収支決算報告（案）、
役員選任（案）、総会付議事項（案）についてご審
議いただき、原案どおり承認されましたのでご報告
いたします。
理事、監事の皆さまにおかれましては、ご多用
の折ご出席賜り誠にありがとうございました。

■ 平成２９年度定時総会・総会記念講演会開催のご案内 （6/22）
【定時総会】
下記の日程で『平成２９年度一般社団法人広島県発明協会定時総会』を開催いたします。
会員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。なお、ご欠席の場合は、別途送付いたしました総会ご案内一式に同封している≪委任状≫にご署名・
押印のうえ、ご返信くださいますようお願い申し上げます。
【日時】 平成２９年６月２２日（木） １３：３０～１４：３０
【会場】 広島県情報プラザ ２階 第１研修室（広島市中区千田町 3-7-47）
※例年と会場が異なります。お間違えのないようお願いいたします。

【総会記念講演会】

発明誌の執筆者が語る！『企業と知的財産のウマい付き合い方』
知財業務を円滑に遂行していくために不可欠なコミュニケーション術について、豊富な事例
紹介とともに友利先生に語っていただきます。
■日時：平成２９年６月２２日（木） １５：００～１６：３０
■場所：広島県情報プラザ ２階 第１研修室（広島市中区千田町 3-7-47）
■講師：友利 昴 （ともり すばる） 氏
【講師プロフィール】
作家。１級知的財産管理技能士（ブランド／コンテン
ツ）。企業と知的財産の関わり方を中心に、幅広い分
野で著述活動を行う。著書に『へんな商標？』シリーズ
（発明推進協会）、『それどんな商品だよ！』（イースト・
プレス）、『30 万円で素敵なお墓を建てる』（夏目書房
新社）、『日本人は なぜ「黒ブチ 丸メガネ 」なのか 』
（KADOKAWA）などがある。
■参加費：無料

【懇親会】
総会記念講演会後に懇親会を開催いたします。会員の皆様と交流を深める機会でございますので、多数
ご参加くださいますようご案内申し上げます。
【日時】 平成２９年６月２２日（木） １７：００～１８：３０
【会場】 レストラン マルコポール千田店（広島市中区千田町 3-7-47 広島県情報プラザ 1F）
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■ 平成２９年度理事会開催のご案内 （6/22）
定時総会終了後、『平成２９年度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。
【日時】 平成２９年６月２２日（木） １４：３０～１５：００
【会場】 広島県情報プラザ 2 階 視聴覚研修室（広島市中区千田町 3-7-47）
【議題】 役員の選任(案)について 他

■ 青少年創造性育成事業への
ご協力について
次代を担う青少年の育成を目的とした【青少
年創造性育成事業】の実施にあたり、下記の会
員様より「特定会費」としてご協力を賜りましたの
でご報告いたします。
皆様のご協力に深く感謝申し上げ、当地域
の青少年の育成事業に活用させていただきま
す。

２０１７年度
青少年創造性育成事業ポスター

㈱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 、 ダ イキ ョ ー ニシ カ ワ㈱ 、 ㈱ ダ イク レ 、 ㈱中 電 工 、戸 田 工 業㈱ 、
西川ゴム工業㈱、㈱エネルギア・コミュニケーションズ、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㈱、㈱ケミカル山本、㈱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㈱、特許業務法人 HARAKENZO WORLDPATENT&TRADEMARK、㈱フジイ機械製作所、
フマキラー㈱、福山瓦斯㈱、万田発酵㈱、㈱御池鐵工所、専徳院特許事務所

■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❏ 少年少女発明クラブ活動報告

5/27 「のこぎりの使い方」
福山少年少女発明クラブ発足式

（5/13）

３

5/21 「ペンシルケース」
広島少年少女発明クラブ発足式 （5/14）

東広島市少年少女発明クラブ
5/13 「くぎ打ち名人」
呉市少年少女発明クラブ発足式 （5/27）

～ 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

TEL082-222-5346

○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振興部産業課

TEL 0823-25-3047

TEL082-420-0921
TEL084-921-2349

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告 （6/3）
第 1 回 活動『酸とアルカリ』
～酸性とアルカリ性を調べよう～

開校式集合写真

むらさきキャベツの紫色の煮汁を使って実験！
いろいろな液体を使うので保護メガネをかけて
実験しています。

山本会長による
「ケミカル文字でごあいさつ」
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■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”知財トピックス（2017.6）
JASRAC、京大入学式式辞の「ボブ・ディラン歌詞」のＨＰアップは
「引用」と認定
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、先日マスコミを騒がせた、ボブ・ディランの歌詞を使った京都大学
総長の式辞の HPアップに、JAS
RACが著作権料を請求したというニュースの続報です。
JASRACは、結局５月２４日の会見で「引用と判断している」との見解を表明しました。
このように「引用」（著作権法３２条）に該当すると、著作権法上、著作権者の許諾なしに
利用することができます。よって、今回の「ボブ・ディランの歌詞」の HPアップについては、
著作権料が発生しないことになります。

出典:京都大学 HP平成 29年度学部入学式 式辞（2017年 4月 7日）

条文を確認すると、
「引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的
上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」（著作権法第３２条後段）と規定され
ており、
また、引用とは、過去の判例で、
•『引用部分と自己の創作部分が明瞭に区別されていること（明瞭区別性）』
•『自己の創作部分が主であり、引用部分が従であること（主従関係）』
が必要とされています。
さらに、引用では、
「出所の明示」（著作権法第４８条）が義務付けられています。
今回の京大の事案を検討すると、全ての要件を満たしており、「引用」に該当することは、
ほぼ確実です。
今回、なぜ JASRA
Cが著作権料を請求しようとしたのか明らかではありませんが、対象が、
誰もが確認できる京大 HPであったことから考えると、HPの著作物アップにおいても、著作権
を尊重して欲しいという想いがあったのではないかと推測します。
現在、HPや SNS等で、誰でも簡単に文章等がアップできる時代です。他人の著作物を利用
する場合には、十分に配慮をして「引用」となるように心掛けましょう。
以上
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■ セミナーのお知らせ
❏ 平成２９年度 知的財産権制度説明会（初心者向け）

参加費 無料

■日時：平成２９年７月４日（火） １３：３０～１７：００
■場所：広島商工会議所 １０１号室 （広島市中区基町５-４４）
■定員：２００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・お問い合わせ：知的財産権制度説明会運営事務局（一般社団法人発明推進協会）
WEB http://www.jiii.or.jp/h29_shoshinsha/ e-mail h29_shoshinsha@jiii.or.jp
TEL 03-3502-5436 FAX 03-3504-1480

❏ 平成２９年度特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）講習会

参加費 無料

■日時：平成２９年７月２０日（木） １０：００～１５：００
■場所：合人社ウェンディひと・まちプラザ マルチメディア実習室 （広島市中区袋町６－３６）
■定員：４０名 ※原則先着順
■お申込み・お問い合わせ：
「平成２９年度特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）講習会」事務局（株式会社ステージ内）
WEB https://www.j-platpat-lecture.inpit.go.jp/
e-mail j-platpat_2017@j-platpat-lecture.inpit.go.jp
TEL 03-5966-5778 FAX 03-5966-5773

❏ Ｉｏｔ・AI 関連の審査基準説明会

参加費 無料

■日時：平成２９年７月２１日（金） １３：３０～１５：３０
■場所：中国経済産業局 第１会議室（広島合同庁舎 ２号館２階室）
（広島市中区上八丁堀６－３０）
■定員：５０名
■お申込み・お問い合わせ：中国経済産業局知的財産室 担当 中司、原
WEB http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/pdf/event/h29/h290721_IoT_AI.pdf
e-mail cgk-tokkyo@meti.go.jp
TEL 082-224-5680 FAX 082-224-5645

❏ ひろしま知財塾 初級編＜広島会場（春コース）・福山会場＞

参加補助券使用可

■開催日時：＜福山会場＞第２回 平成２９年７月５日（水）、第３回 平成２９年８月２日（水）、
第４回 平成２９年９月６日（水）
＜広島会場＞第２回 平成２９年７月６日（木）、第３回 平成２９年８月３日（木）、
第４回 平成２９年９月７日（木）
※開催時間は各回１３：３０～１７：００
■開催場所：＜広島会場＞広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
＜福山会場＞福山商工会議所 ３階 ３０５会議室 （福山市西町２－１０－１）
■対象：知財初心者（技術者、新入社員、知財兼任者等）
■講師：第１回～第３回担当 特許業務法人 前田特許事務所 弁理士 大石 憲一 氏
第４回担当
特許業務法人 前田特許事務所 弁理士 田中 咲江 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）
※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）
※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：各会場１０名程度
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❏ ２０１７年度 ＪＩＰＡプレ・サテライト研修（６月募集）

参加補助券使用可

ＪＩＰＡプレ・サテライト研修とは、（一社）日本知的財産協会（ＪＩＰＡ）関西地区で開催している研修の一部を、
テレビ会議システムを使って、広島と福岡・北九州の会場でリアルタイムに受講できるようにした研修です。
◇知財担当者のための国内中間処理実務の基礎[広島会場] 7/10（月）
◇特許情報と特許調査基礎（2 日間）[広島会場・北九州会場] 7/18（火）、8/25（金）
◇技術者リーダーのための知的財産講座（化学）（2 日間）[広島会場] 7/25（火）、7/26（水）
◇技術者リーダーのための知的財産講座（電気・機械）（2 日間）[北九州会場] 7/6（木）、7/7（金）
◇技術系新入社員のためのＩＰマナー講座[広島会場] 8/4（金）
◇中堅技術者のための知的財産 Basic 講座（電気・機械）〔広島会場〕9/5
◇知財契約の実践（4 日間）〔広島会場〕9/12、10/17、11/14、12/5
◇特許発明の技術的範囲について（化学）〔広島会場〕9/20
◇中堅技術者のための知財 Advance 講座〔広島会場〕9/22
■時間：９：３０～１６：３０
■会場：[広島会場] （一社）広島県発明協会 ４Ｆ研修室（広島発明会館）
[福岡会場] （一社）福岡県発明協会 福岡県中小企業振興センタービル 4Ｆ会議室
[北九州会場] ㈱安川電機 本社、講堂
※日本知的財産会員は、日本知的財産協会からお申込みください。

❏ 日本知的財産協会・発明協会会員のための
特別講演会「第４次産業革命と知財－イノベーションを支える知的財産のあり方」
＆ 意見交換会
■日時：平成２９年７月１４日(金) １３：３０～１７：００ （受付開始１３：００）
■場所：中国電力㈱ 本社本館２階大会議場 （広島市中区小町４－３３)
■講師：近藤 健治 氏（一般社団法人日本知的財産協会理事長 トヨタ自動車㈱知的財産部長）
■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。
■参加料：無料 ※懇親会は、参加費として 3,000 円/1 人、当日徴収いたします。
■申込締切：平成２９年６月３０日（金）
広島県発明協会では、当地域の知財人材の育成を目的として、知的財産に関する専門知識
ならびにその実務の習得に関するセミナー、講習会を開催いたします。ぜひ、知財スキル
の向上、企業の知財業務に役立つ講座として、ご活用ください。
★広島県発明協会会員は、会員料金で受講できます。
★各都道府県の地域発明協会会員も会員料金で受講できます。
★広島県発明協会会員は、有料セミナー参加補助券をご利用いただけます。
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・小山
TEL 082-241-3840
FAX 082-241-4088
e-mail info@hiroshima-hatsumei.jp URL http://www.hiroshima-hatsumei.jp/

■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❏ 担当理事会開催報告（5/10）
平成２８年度事業報告、収支決算報告（案）、
役員選任（案）等について、事務局より説明し、
種々、ご協議・ご検討いただきました。
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❏ 広島県発明協会関連行事 ＜６月＞
1日

(木)

ひろしま知財塾初級編＜広島会場・春コース＞第１回

2日

(金)

広島県発明協会担当理事会

3日

(土)

広島・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開校式

5日

(月)

（公財）くれ産業振興センター理事会、JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「国際特許制度と外国特許基礎」

6日

(火)

JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「入門コース①」

7日

(水)

知財総合支援窓口事業運営者第１回連絡会議、JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「入門コース②」

8日

(木)

第１回知財活用アドバイザー会議、JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「入門コース③」、
中国経済連合会総会

10 日

(土)

福山・東広島市少年少女発明クラブ活動日

14 日

(水)

第１回広島県内知財事業運営者による連絡会議

15 日

(木)

JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「欧州特許制度①」

17 日

(土)

呉市少年少女発明クラブ活動日

18 日

(日)

広島少年少女発明クラブ活動日

19 日

(月)

広島県国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ促進協議会支援機関ミーティング

22 日

(木)

広島県発明協会定時総会・理事会・講演会・懇親会

23 日

(金)

広島県知財総合支援窓口第１回連携会議

24 日

(土)

呉市・東広島市・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

28 日

(水)

JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「米国特許制度①」

29 日

(木)

JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「入門コース④」

30 日

(金)

JIPA ﾌﾟﾚ･ｻﾃﾗｲﾄ研修「入門コース⑤」

■ 新刊書籍のご案内 （２０１７年５月～２０１７年６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 世界の商標ハンドブック

0

著者等 特許業務法人三枝国際特許事務所
商標・意匠部 編
価
格
会員価格

２，７００円
２，４３０円

容

商標審査基準第 13 版は、産業構造審議会知
的財産分科会商標制度小委員会商標審査基
準ワーキンググループの検討を踏まえ、意見募
集の結果を経て、平成 29 年 4 月 1 日以降の審
査に適用されています。新しいモノサシとなる
商標審査基準をお求めください。

著者等 特許庁
価
格
会員価格

商標権を有効に活用するためには、当該国の
新しい商標について採用の有無や加盟してい
る条約などを調査することは不可欠です。本書
は、99 の国又は地域などの情報を一か所に纏
めたハンドブックで、世界規模での商標制度を
活用するための足がかりとなる一冊です。
内

書籍名 商標審査基準 改訂第 13 版

容

７００円
６３０円
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