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秘密
厳守

新年のご挨拶

広島県発明協会会長

人見

光夫

新年あけましておめでとうございます。
発明協会会長を拝命して２回目の新年挨拶となります。昨年は豪雨や台風など
の自然災害により日本中が大きな被害を受けました。被災された方、および関係
者の方には心よりお見舞い申し上げます。
さていま世界中が大きな転換期にあるように思います。大国の内向き志向、自
国第一主義などに代表される排他的傾向が広がっていることです。また民俗間や
国家間の紛争、格差問題、環境問題等、収まる気配はありません。これらの課題
は地球的規模で議論し協力し合いながら解決していかねばならないときにそれと
は正反対の方向に世界は進んでいるようで大変不安な気持ちになってきます。
デジタル大辞泉によると「発明」とは、今までなかったものを新たに考え出す
こと。特に、新しい器具・機械・装置、また技術・方法などを考案すること、と
書かれています。
人間の夢や欲求をかなえるべく多くの発明がなされ大変便利な世の中になった
のは疑いのないことです。スマートフォンなどは私が子供の頃には SF の世界の
話であったように思います。しかしあまりに過度に文明が進化すると負の側面が
大きくなってきます。前述の問題はその一例だと思います。環境問題等を起こし
たのも利便性追求のための技術の発展によるところが大きいと言わざるをえませ
ん。今後の科学技術、また発明に求められるのはこの負の遺産を解消する方向へ
向けたものであって欲しいと思います。意識的にそういう方向へ向かった舵を切
るべき時ではないでしょうか。技術で起こした問題は技術で解消していきたいも
のです。
器具や機械、装置に限らず、複雑な利害関係でもつれにもつれた世界に対し解
決策を提供するのも発明ではないでしょうか。みんなが今までになかった社会的
問題を解決するための発明もぜひ実行していただきたいと願いながら新年の挨拶
とさせていただきます。
本年も発明協会へのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
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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 『理科授業を実施しました！』
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 電流のはたらきとスイッチ
協力企業 テンパール工業株式会社
実施校 広島市立中野東小学校５年生（12/3）
内 容 電磁石を利用した製品（スイッチ）をとおし
て、電磁石や電流のはたらきを学習する

テ ー マ 放射線について
協力企業 中国電力株式会社
実施校 広島市立五日市観音中学校３年生（12/4）
広島市立福木中学校２年生（12/14）
内 容 身のまわりの放射線を測る、止める、見る

テ ー マ

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!!
協力企業 コベルコ建機株式会社 広島ＣＳＲ委員会
実施校 広島市立広瀬小学校６年生（12/7）
内 容
ミニショベルカーの実験や手作りのアーム模型を
使った体験をとおして、「てんびん」や「てこ」の原
理がショベルカーのような大きな機械にも活かさ
れていることを学ぶ

テ ー マ 燃料電池～エネルギーと環境～
協力企業 広島ガス株式会社
実施校 広島市立井口小学校５年生（12/11・13）
内 容 燃料電池の実験、家庭用燃料電池や燃料
電池自動車の体験

テ ー マ 永久磁石と電磁石
協力企業 戸田工業株式会社
実施校 広島市立落合東小学校５年生（12/12）
内 容 永久磁石の実験と簡単手作りモーター
の製作
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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１２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 12/16
基礎コース「特許申請体験講座」

呉市少年少女発明クラブ 12/15
「日時計の製作」

東広島市少年少女発明クラブ 12/15
「たこ」

福山少年少女発明クラブ 12/8
「ペーパータワー」

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告 (12/15)
ケミカルマジック「木の実とローソク」

恒例の「チョコレート作り」です。

つまようじに刺した木の実は
燃えるでしょうか？

第９回 『結晶』～ケミカルガーデン～

グラスハープ（ワイングラスのふちをこすって音を出 す）で
「ドレミの歌」など２曲をご披露 ♪♪

水ガラスを溶かした水中に色々な
結晶のツブを１～２個入れると・・・
塩化第二鉄の結晶から茶色の木が伸びてきました。
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■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”知財トピックス（2019.1）
ほぼ全ての中小企業を、審査請求料、特許料等の
軽減対象とする法改正
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。
今年最初の知財ニュースは、法改正によって、ほぼ全ての中小企業が審査請求料等の特許費
用の軽減対象となることを、取り上げたいと思います。

出典：経済産業省ホームページ

昨年末の 12月 28日に、第 196回通常国会において成立した「不正競争防止法等の一部を改
正する法律」の一部を施行する関係政令が、閣議決定されました。
この「不正競争防止法等の一部を改正する法律」では、上のホームページの記載にあるよう
に、特許料等の軽減対象を、中小事業者（中小企業）に広げています。
ここで「中小事業者」とは、業種によって異なりますが、製造業においては、「資本金の額
又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び
個人であって、製造業に属する事業を主たる事業として営むもの。」
（特許法施行令（昭和三十
五年政令第十六号）第十条一号イ）とされており、一般的に中小企業と認識される企業は、全
て該当すると思います。
手続きは、所定の書面を提出することで行います。施行日である 4月 1日までに、特許庁Ｈ
Ｐに書面雛形がアップされると思いますので、チェックするようにして下さい。
ただし、この施策では、中小・ベンチャー企業の特許出願意欲は促進されないと思います。
それは、中国のように代理人費用も含めた特許出願費用を補助するものでないと、特許出願す
る最初のハードル（費用）が高すぎるため、その後の手続き費用等を軽減しても、あまり意味
がないからです。
さらに、今回は、同時に、審査請求料の基本料金を 20000円値上げすることも行なわれます。
これは、大手企業にとっては、逆に権利化費用が増加し、出願件数を減らす方向に意識が向い
ます。
こうしたことから、今回の施策は、個人的には、出願件数を増加させるためには疑問のある
施策だと思います。もっとも、対象企業として施策を利用できる企業においては、できるだけ
活用されるべきだと思います。
以上
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■ セミナーのお知らせ
❏ ＪＩＰＡサテライト研修

※本研修の受講を希望される場合はお早目にお申込みください。

「ＪＩＰＡ経営セミナー ～企業における知財経営の本質を語る～ 」
企業経営をトップマネジメントとして担われている JIPA 会長、副会長から実例を
交えた知財経営について語っていただきます。

参加補助券
使用可

■日時：平成３１年１月２５日（金） ９：３０～１６：３０
■会場：広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町 3-13-11）
■定員：５０名程度
■受講料：１７，０００円
■参加条件：日本知的財産協会会員、中国・四国・九州地区発明協会会員
※日本知的財産協会会員は日本知的財産協会からお申込みください。

❏ 中国経済産業局主催 平成３０年度地域ブランドコラボレーション事業
「地域ブランド×地域ブランドコラボレーション 成果報告会」
各団体がこれまでに取り組んできた内容と、検討の成果をご報告します！

■日時：平成３１年１月２３日（水） １４：００～１６：３０
■会場：広島 YMCA 国際文化センター２号館 B1F（広島市中区八丁堀 7-11）
■参加費：無料
■お問合せ・お申込み：ランドブレイン㈱広島事務所 TEL082-223-6919 FAX082-223-6929

❏ 平成３０年度意匠制度の改正に関する説明会
-意匠の適切な開示要件の在り方等に関する意匠審査基準の改訂について今年度、特許庁では、意匠権の明確性を確保しつつも、出願実務上の負担を極力軽減し、簡便で使いやすい制度とす
るため、意匠の適切な開示要件の在り方等に関する意匠審査基準の改訂の検討を行いました。本説明会では、その意
匠審査基準改訂の方向性に関して、特許庁職員がわかりやすく説明します。

（広島会場）
■日時：平成３１年２月２７日（水） １３：３０～ 講義時間は約２時間４５分
■会場：RCC 文化センター 703-704 （広島市中区橋本町 5-11）
■定員：８０名
■参加費：無料（テキスト付）
■お問合せ・お申込み：平成３０年度意匠制度の改正に関する説明会事務局 ㈱オーエムシー
ＴＥＬ03-5362-0126 FAX03-5362-0121 Ｅｍａｉｌ isyou2019seminar@omc.co.jp

■ セミナー等開催報告
ひろしま知財塾 初級編＜広島会場(秋コース)＞
第３回 「意匠」 （12/6）

INPIT 広島県知財総合支援窓口 知的財産セミナー
AI・IoT 技術のビジネスを守る知的財産とは？』（12/12）
講師 株式会社 国際電気通信基礎技術研究所
経営統括部担当部長 弁理士 酒井將行 氏

講師 特許業務法人前田特許事務所
弁理士 大石憲一 氏
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JIPA サテライト研修
「ケーススタディで学ぶ著作権」（12/3）
「企業における知的財産管理事務（Advance）」（12/11）
「中堅技術者のための特許情報」（12/19）

広島県立図書館
「図書館で学ぶ知的財産講座」 （12/20）
講師 INPIT 広島県知財総合支援窓口（広島県発明協会）
知財活用アドバイザー（窓口支援担当者）
柳下加寿子

■ ＩＮＰＩＴ広島県知財総合支援窓口からのお知らせ
広島刑務所の作業運営や刑務所
作業製品の企画開発への協力に対
し、感謝状が贈られることとなり、知財
面での支援について、１２月１９日、広
島刑務所において、担当した柳下ア
ドバイザーに感謝状が贈られました。

柳下 加寿子
知財活用アドバイザー
（窓口支援担当者）

広島刑務所長をはじめ、同様に感謝状が贈られた
広島市産業振興センターデザイン支援室の担当者、
関係者とともに記念撮影

■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❏ 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３１年３月１２日（火）１５：００～１６：００（予定）
広島発明会館 ４階 研修室

❏ 第５回担当理事会報告（12/10）
事業担当理事７名にご出席いただき、会員サービ
ス事業、会館活用関係、青少年創造性育成事業、セ
ミナー事業、知財総合支援窓口事業等について、事
業の進捗を報告し、課題等について協議検討を行
いました。
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❏ 広島県発明協会関連行事 ＜１月＞
5日
6日

(土)
(日)

10 日

(木)

11 日

(金)

12 日
16 日
19 日
20 日
21 日
22 日

(土)
（水）
(土)
(日)
（月）
（火）

23 日

(水)

24 日

(木)

25 日
26 日
29 日
30 日

(金)
(土)
（火）
（水）

呉市少年少女発明クラブ活動日
広島少年少女発明クラブ活動日
ひろしま知財塾 初級編＜広島会場(秋コース)＞④
㈱ジェイ・エム・エスによる理科授業/広島市立青崎小学校
JIPA サテライト研修「特許侵害訴訟④」
戸田工業㈱による理科授業/広島市立真亀小学校
東広島市・福山少年少女発明クラブ活動日
広島ガス㈱による理科授業/広島市立阿戸中学校
呉市少年少女発明クラブ活動日
広島少年少女発明クラブ活動日
チューリップ㈱による理科授業/広島市立畑賀小学校
広島少年少女発明クラブ企画運営委員会
INPIT 広島県知財総合支援窓口「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）検索入門」
地域ブランド×地域ブランドコラボレーション成果報告会
ＪＩＰＡ中国・四国・九州地区協議会「ＴＯＴＯ㈱工場見学・特別講演会・意見交換会・懇親会」
農林水産品・食品輸出セミナー
JIPA サテライト研修「経営セミナー」
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
広島ガス㈱による理科授業/広島市立原南小学校
ＩＮＰＩＴ広島県知財総合支援窓口第４回連絡会議

■ 新刊書籍のご案内 （２０１８年１１月～２０１９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 競争力を高める機械系特許明細書の
書き方

内

容

本書では、機械系明細書の作成における一般的な注意事

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

項のほか、代表的な機械部品に関する明細書等の作成方

価
格
会員価格

ています。さらには、機械系の明細書において外国出願を

３，７８０円
３，４０２円

法を紹介するとともに、新たな技術・材料との融合に基づく
発明における機械系明細書の作成方法についても紹介し
意識した場合の注意事項についても紹介しています。

書籍名 実務家のための知的財産権判例 70
選 2018 年度版

内

容

2017 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

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

書です。審決取消事例を含む 73 件を掲載しています。判
決を、事実関係 争点 裁判所の判断 実務上の指針の４つ
の視点から解説し、1 件につき 4 頁とコンパクトにまとめた判

３，２４０円
２，９１６円

決集です。また、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！

書籍名 平成 30 年改正知的財産権法文集
平成 31 年 1 月 1 日施行版

内

容

本書は「不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成 30
年法律第 33 号）」や「著作権法の一部を改正する法律（平成
30 年法律第 30 号）」など、特許法をはじめとする知的財産権

著者等 一般社団法人発明推進協会
価
格
会員価格

に関する法律全般を掲載したものです。「著作権法の一部
を改正する法律」のメインの施行時期（平成 31 年 1 月 1 日）に

２，７００円
２，４３０円

あわせて法律等を掲載します。なお、未施行の法律は施行
のものと区別するため点線で囲みその情報を掲載します。
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