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『特許法等の一部を改正する法律案の概要（平成 31年 3月）』
１．法律改正の趣旨
デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、中小・ベンチャー
企業等が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが拡大するとともに、優良な顧客体験が競争力
の源泉となってきている。
このような変化を踏まえて、特許等の権利によって、紛争が起きても、大切な技術等を十分に
守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善するとともに、デジタル技術を活用したデザイ
ンの保護や、ブランド構築等のため、意匠制度等を強化する。

２．法律改正の概要
１）特許法の一部改正
① 中立な技術専門家が現地調査を行う制度（査証）の創設
特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権
の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設する。
② 損害賠償額算定方法の見直し
・侵害者が販売した数量のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分に
ついて、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする。
・ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉し
た場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する。
※②については実用新案法、意匠法及び商標法において同旨の改正を実施する。

２）意匠法の一部改正
① 保護対象の拡充
物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインを、新たに意匠法の保護
対象とする。
② 関連意匠制度※の見直し
※自己の出願した意匠又は自己の登録意匠（本意匠）に類似する意匠の登録を認める制度

・関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで（8か月程度）から、本意匠の出願日
から 10年以内までに延長する。
・関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。
③ 意匠権の存続期間の変更
「登録日から 20年」から「出願日から 25年」に変更する。
④ 意匠登録出願手続の簡素化
⑤ 間接侵害※規定の拡充等

詳細は、下記を参照下さい
経済産業省 https:/
/www.met
i.go.jp/
press/2
018/
03/20190301
004/2019
0301004.
html
◎知財に関するご相談は、国内・海外を問わず
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
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秘密
厳守

■ 平成３０年度理事会開催報告（3/12）
３月１２日、発明会館（広島市中区千田町）において、理事
会が開催されました。（議長：人見会長）
本会議には、理事２５名、監事１名が出席され、２０１９年度事
業計画（案）及び収支予算（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。
当日は２０１９年度セミナー・講習会等開催予定表や現在募
集中のセミナー開催案内を配付し、社内等でご活用いただく
ようご案内するとともに、平成３０年度青少年創造性育成事業
実施報告書も配付し、協賛企業としてのご協力をお願い致し
ました。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。

■ ２０１９年度理事会・定時総会開催のご案内
下記の日程で、『２０１９年度一般社団法人広島県発明協会理事会・定時総会』を開催いたします。
会員の皆様、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。
理事会

【日時】 ２０１９年５月２８日（火） １４：００～１５：３０
【会場】 発明会館 ４階 研修室（広島市中区千田町３－１３－１１）

定時総会

【日時】 ２０１９年６月２４日（月） １３：３０～～１４：３０
【会場】 広島県情報プラザ ２階 第１・２研修室（広島市中区千田町３－７－４７）
※定時総会終了後、講演会、懇親会を開催予定

理事会

【日時】 ２０１９年６月２４日（月） １４：３０～１５：００
【会場】 広島県情報プラザ ２階 第３研修室（広島市中区千田町３－７－４７）

■ ２０１９年度 INPIT 広島県知財総合支援窓口のご案内
(独)工業所有権情報・研修館事業
INPIT 広島県知財総合支援窓口では、（公財）ひろしま産業振興機構と連携を図り、中小企業等の皆様
のアイデアやブランド等、知的財産に関するお悩みに、適切な支援を行います。

窓口支援担当者 ≪知財活用アドバイザー≫

【INPIT 広島県知財総合支援窓口】
◆場所：発明会館 １Ｆ
（広島市中区千田町 3-13-11）
◆電話：ナビダイヤル 0570-082100
◆時間：月曜日～金曜日 8:30～17:15
（12:00～13:00 除く）

私たちが
ご相談を
承ります！

※国民の休日及び年末年始を除く

◆弁理士・弁護士による窓口での相談
高度な専門性を必要とする内容や出願書
類の作成にかかるアドバイスなどは、弁理
士の対応が可能です。

森本 理子

柳下 加寿子

（もりもと りこ）

（やぎした かずこ）

※弁理士によるご相談は、原則毎月第 1～4
火曜日です。
※弁護士による相談は、毎月第 2 金曜日です。

詳細につきましては、同封のリーフレット、
または、本紙の INPIT 広島県知財総合支援
窓口・無料相談のご案内をご覧ください。

曽我部 秀雄

原田 昌博

畑 和弘

（そがべ ひでお）

（はらだ まさひろ）

（はた かずひろ）

２

■ ２０１９年度広島県中小企業知財支援センター福山サテライトのご案内
当会備後支会では、「広島県中小企業知財支援センター福山サテライト」において、第１・３木曜日に弁
理士相談の日を設け、また、全開所日、知財に関する相談対応を可能にするなど、中小企業の皆様の知
財支援を強化いたします。

【広島県中小企業知財支援センター福山サテライト】
◆場所：福山商工会議所 ２Ｆ（福山市西町 2-10-1）
◆電話：084-921-2349
◆時間：月曜日～金曜日 8:30～17:30（12:00～13:00 除く）
※国民の休日及び年末年始を除く
◎窓口でのご相談は事前に予約をお願いします。
※知的財産の専門家が様々な相談に応じます

≪知財活用アドバイザー≫
月曜日担当
山近 光昭
（やまちか みつあき）

火・水・木曜日担当

～弁理士による発明無料相談について～

小野 昭人

高度な専門性を必要とする内容や出願書類の作成にかかる
アドバイスなど、弁理士が無料で相談に応じます。
◆場所：福山商工会議所ビル３Ｆ会議室
◆時間：13:00～16:00 ※完全予約制
※弁理士によるご相談は、毎月第 1・3 木曜日です。
※原則として、中小企業、個人事業主及び創業予定の個人の
方にご利用いただけます。

（おの あきと）

金曜日担当
森本 理子
（もりもと りこ）

■ 平成３０年度広島市優良発明功績者表彰
３月１５日、広島市役所本庁舎市長公室において、広島市優良発明功績者表彰式が行われました。本
表彰は、特許発明等を創作し、その実用化により広島市の産業振興に寄与された方を表彰することによっ
て、市民の発明意欲の高揚及び企業における技術開発の振興を図ることを目的として昭和２９年度より開
催されており、このたび下記の会員企業の方が表彰されました。 （写真提供：広島市）

優良発明功績女性奨励賞
株式会社ジェイ・エム・エス
上原 恵 氏
高橋 葉子 氏
発明考案の内容「医療用液体および/また
は栄養剤を患者体内に送り込むために
使用する容器」

優良発明功績賞
株式会社熊平製作所
河口

大悟 氏

発明考案の内容「セキュリティゲート」

３

受賞記念写真
左から
㈱ジェイ・エム・エス
高橋氏、上原氏、松井市長、
㈱熊平製作所 河口氏、
広島市中小企業企業診断受
診優良企業、広島市優良組
合表彰者とともに

■ 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修了式・３月活動報告

呉市少年少女発明クラブ 3/2
「ポンポン船の製作」

福山少年少女発明クラブ修了式（3/16）

呉市少年少女発明クラブ修了式（3/9）

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告（3/16）
ケミカルマジック「パンクレス風船」

最終回 『炎色反応』

風船に竹串を突刺します。上手にやると

炎色反応を利用したキャンドルを作りました。

風船を破かずに向こう側に突き通りますヨ。

卒業記念作品の「お天気ワンちゃん」の
仕上げです。

わくわくケミカルクラブ卒業おめでとう。
クラブ員を代表して笹長さんがお礼の言葉を
述べました。

４

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”知財トピックス（2019.4）
新元号「令和」、商標出願増加への事前の特許庁の対策
特許業務法人 前田特許事務所
弁理士 大石憲一

今年５月から採用される新元号が「令和」に決定したと、４月１日に発表されました。
こうした国民が注目するイベントがあると、いつもその文字等に関連する商標出願が増加
するのですが、今回は、特許庁が事前にその対策をしたというニュースです。

出典：商標審査基準（第１４版・2019年 1月 30日改訂）
特許庁は、この改元に合わせて、今年 1月に商標審査基準を改訂しました。
その改訂内容が、上のものです。
「元号として認識されるにすぎない場合」と規定して、
「商標が、現元号として認識される場合(｢平成｣
、｢HEISEI｣等)
」と規定していた旧商標審
査基準よりも、過去や将来の元号についても、拒絶できる対象に含める対策を採りました。
このため、現時点（４月時点）で、将来の元号である「令和」をそのまま出願しても拒
絶されます（なお、
「令和の華」とか「令和美人」等との商標はこの規定では拒絶されま
せん）。
このような対策をすることで、
「令和」
「れいわ」
「REIWA」等が現時点で出願されたとし
て拒絶できるため、特許庁は、無駄な商標出願がされることを事前に抑制したことになり
ます。
マスコミの「令和」の取上げ方や注目度を考慮すると、今回の特許庁の対策は良い対策
だったと思います。特に、最近の商標出願の出願状況を考慮すると、こうした対策をして
いないと、後々、揉める可能性があったと思います。
新しい元号「令和」
、はたしてどんな時代になるのでしょうか。
以上

５

■ セミナーのお知らせ
❏ ひろしま知財塾 初級編＜広島会場（春コース）＞

参加補助券使用可

■開催日時：第１回６/１２（水）、第２回７/１０（水）、第３回８/８（木）、第４回９/１０（火）
※開催時間は各回１３：３０～１７：００
※同じプログラムを、今秋に、福山会場と広島会場で実施する予定です。
■会場：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。
※福山商工会議所会員及び知的財産管理技能士の方も、会員価格にて受講できます。
■募集：各回 １０名程度

❏ ２０１９年度 JIPA サテライト研修（申込締切：５月～６月）

参加補助券使用可

ＪＩＰＡサテライト研修とは、（一社）日本知的財産協会（ＪＩＰＡ）関西地区（大阪）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。
◆入門コース（５日間） 6/5（水）、6/6（木）、6/7（金）、6/27（木）、6/28（金）
知的財産部門のみでなく、企業のあらゆる部門の方が、主要な知的財産権の法制度を広範囲に亘り理解し、基礎知識
を習得することにより、企業における日常業務の中に知的財産権制度がいかに係わっているかを理解いただきます。

◆知財担当者のための国内中間処理実務（２日間） 6/14（金）、6/21（金）
企業として強い特許を得るためには、良い明細書の作成とともに、適切な中間処理対応が不可欠です。本研修では、中
間処理応答を行うためのノウハウを講義形式で学んでいただきます。

◆欧州特許制度（４日間） 6/18（火）、7/17（水）、8/7（水）、9/13（金）
ヨーロッパ特許条約（EPC）、ヨーロッパ諸国の特許制度全般および欧州各国の特許取得手法を理解できる「中級レベ
ル」のコースです。

◆米国特許制度（４日間） 6/26（水）、7/18（木）、8/6（火）、9/5（木）
米国の特許制度及び特許出願から権利化までの一連の実務手続き、さらには特許権力の効力と権利解釈、権利発行
後の各種制度と実務手続き等について、種々の実務ポイントを解説します。

※その他のサテライト研修は、開催予定表をご参照ください。
■時間：９：３０～１６：３０
■会場：発明会館 ４Ｆ 研修室（広島市中区千田町３－１３－１１）
※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。
※広島県発明協会会員の方は、参加補助券をご利用いただけます。

❏ 広島県発明協会 セミナー・講習会等の受講申込について
当会では、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。このたびは、4/1 現在の１年間のセミナー・講習会等開催予定表を同封しておりますの
で、年間のセミナー受講計画等の参考にしてください。ホームページは以下のとおりです。
http://www.hiroshima-hatsumei.jp/semina-kouenkai
★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 082-241-3９40
FAX 082-241-4088
e-mail info@hiroshima-hatsumei.jp URL http://www.hiroshima-hatsumei.jp/

６

警報発令時のセミナー･講習会等の開催の取り扱いについて
次の基準で、開催か中止を決定します。この基準に従って各自でご対応ください。
１．午前開始の場合 6：30～8：30、午後開始の場合 10：30～12：30 の間に、「開催場所の属する地域」
に気象庁から「特別警報」又は「暴風警報」が発令されている場合は、講義を中止とします。その後、警
報が解除されても講義中止に変更はございません。
２．上記１．以後（開催時間中も含む）に「特別警報」又は「暴風警報」が発令された場合は、状況により講
義を中止する場合があります。
３．中止になったセミナー・講習会等の振替日時については、後日、受講者に連絡するほか、協会ホーム
ページに掲載いたします。

■ セミナー・会議等の開催報告
ひろしま知財塾ＯＢ・ＯＧ研修会
「～2019 年 3 月現在の意匠法等の改正・改定の動きについて～」 (3/8)
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６回担当理事会報告（3/12）
3/12 の理事会終了後、事業担当理事 6 名と副会長１名にご
出席いただき、今後の事務局体制および少人数の知財勉強会
について、事務局より説明し種々協議いただきました。

❏ 広島県発明協会会員登録内容の変更について
会員の皆様におかれましては、代表者様・住所・担当者様等の
変更がござましたら、同封の「変更届」にご記入の上、FAX、
e-mail または郵送にてご連絡いただきますようお願い申し上げま
す。「変更届」は広島県発明協会ホームページからダウンロードも
可能です。
（会員サービス → 入会のご案内

http://www.hiroshima-hatsumei.jp/nyukai
→ 各種変更届様式）

７

❏ 書籍バザールのお知らせ

年に一度のチャンスです！お申込みはお済みですか？

「科学技術週間」（4/15～4/21）に合わせ、知的財産権の普及・啓発を図るとともに、書籍の販売促進
を目的とし、「書籍バザール」を開催いたします。
この期間中に限り、（一社）発明推進協会発行書籍を格安な価格でご提供いたします。購入を希望さ
れる方は、当会ホームページより「2019 年度科学技術週間春の書籍バザール」申込書をダウンロードい
ただき、書籍名・注文冊数等を申込書にご記入の上、4 月 19 日（金）までにお申込みください。E-mail
でお申込みの場合は、必要事項をご記入の上、送信してください。予約分のみのお取り寄せとなります
ので、事前にお申込みをお願いします。
是非、この機会にご購入いただきますようご案内申し上げます。
ホームページ http://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji14569.html
お問合せ・お申込み （一社）広島県発明協会 担当：吉村、小山
ＴＥＬ：０８２－２４１－３９４０ ＦＡＸ：０８２－２４１－４０８８ E-mail：info@hiroshima-hatsumei.jp

❏ 福山商工会議所 知的財産権取得支援事業のご案内
この事業は、福山商工会議所会員事業所の皆さまが、ものづくり技術の向上及び競争力と経営基盤
の強化を図るために行う、知的財産権の取得事業に対して、その経費の一部を補助する事業です。
◇補助対象者： 福山商工会議所の会員事業所（会費を完納している方、中小企業者）
◇補助対象事業： 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の国内における取得事業
◇補助対象事業費： ①出願手数料
②出願審査請求手数料
③実用新案技術評価請求手数料 ④弁理士費用
◇補助金額： 補助対象事業費の２分の１以内 限度額１０万円
※ただし、同一出願案件１回限り、当該年度１中小企業者１回限り
※他の公的機関の補助を受けていないものに限ります。
◇申請期間： ２０２０年３月末日まで随時受付
※特許庁への提出前に申請が必要です。
●申込み・お問合せ： 福山商工会議所産業課 広島県中小企業知財支援センター福山サテライト
ＴＥＬ 084-921-2349 ＦＡＸ 084-922-0100 E-mail cci＠fukuyama.or.jp

❏ 広島県発明協会関連行事 ＜４月＞
INPIT 広島県知財総合支援窓口新規配置専門家による連絡会
INPIT 広島県知財総合支援窓口新任担当者（相談対応者）研修
東広島市少年少女発明クラブ企画運営委員会・開講式
広島少年少女発明クラブ公開発明教室
中国・四国地域発明協会ブロック会議①
中国四国地域知的財産連携会議

2日

(火)

13 日

(土)

16 日

(火)

17 日

（水）

中国・四国地域発明協会ブロック会議②

18 日

(木)

発明の日記念講演会「ポーラ・オルビスグループの知財活動とシワ改善薬用化粧品 POLA
『リンクルショット』」の開発秘話

19 日

(金)

呉市少年少女発明クラブ企画運営委員会

20 日

(土)

福山少年少女発明クラブ公開教室

24 日

（水）

広島少年少女発明クラブ企画運営委員会

25 日

(木)

知財総合支援窓口事業責任者研修①

26 日

(金)

知財総合支援窓口事業責任者研修②

８

■ 発明推進協会書籍のご案内
◆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 産業財産権標準テキスト
総合編 第５版

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。

著者等 特許庁企画
工業所有権情報・研修館
価
格
会員価格

９７２円
８７５円

内

書籍名 類似商品・役務審査基準
国際分類第 11‐2019 版対応

３，２４０円
２，９１６円

内

書籍名 審判便覧 改訂第 17 版

６，４８０円
５，８３２円

内

書籍名 世界の商標ハンドブック
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

書籍名 知財担当者になったら読むべき本

１，９００円
１，７１０円

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
著者等 一般社団法人発明推進協会
価
格
会員価格

容

商品やサービスの流通は年々盛んになっています。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
所にまと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

容

本書は、知財業務のノウハウを、この業界に 20 年以上いる
著者が事例も挙げ、分かりやすく解説しています。これから
知財担当者になる方、知財担当にはなったが知財業務の
進め方がよく分からないという方には必見です。この本を読
めば、苦手意識も解けるはずです。

著者等 大石憲一
価
格
会員価格

容

本書は、審判官が事件を処理するにあたり、公正かつ的確
な審決・決定が行われることを目的として、特許庁が編集し
たものです。また、審判請求人、代理人をはじめ事件に関
与される方々にも、円滑な審判手続が行われるよう、その
内容を公表しています。第 17 版は、特許異議申立制度の
運用の見直しや訂正一般について説明の明確化等に関
する改訂を行い、平成 30 年 10 月から運用が開始されてい
ます。

著者等 特許庁審判部
価
格
会員価格

容

商標登録出願には、商品名若しくは役務名を記載する必
要があります。具体的な商品名及び役務名をこの「類似商
品・役務審査基準」に基づいて願書等に記載しなければな
りません。本書は、出願人等において、出願や調査等に必
要不可欠なものです。2019 年 1 月 1 日に適用が始まった
国際分類第 11‐2019 版に対応しています。

著者等 特許庁
価
格
会員価格

容

２，７００円
２，４３０円

９

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
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）
にあわせて法律等を掲載します。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。

